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///　階級　///

1
絶滅したと考えら
れる。

自生していたのは確実だが，その後長い間確認されていない。過去の
分布状況や生育環境から考えて，“絶滅” が強く推定される。“野生絶
滅”は絶滅に含める。

2
“現状不明（U）”の
意で使用する。

過去の自生記録はあるが1度も確認したことがない，或いは確認済のも
のでも2000年以降に現状確認ができていない。既に絶滅している可能
性もある。但し，“確認”は筆者個人の調査に過ぎない。

3
ごく近い将来にお
ける絶滅の可能性
が極めて高い。

草本で今後10年，木本では3世代の存続が危惧される。又は，生育地
や個体数が極端に少ない。或いは，個体数が減りつつある。つまり，絶
滅寸前・絶滅必至。なお，長く現状確認できないものの一部も含めた。

4
ⅠＡほどではない
が、絶滅に向かう
危険性が高い。

ⅠAとの差は緊急度。現在のところ多少の余裕はあるが（小康状態），何
時どうなるか分からない。ただし，いずれのカテゴリーも数値的な評価は
しておらず，感覚的・主観的な把握である。

5
今後Ⅰ類に移行
する可能性が高
い。

現在は一応安定しているものの，近い将来“Ⅰ類”に移行する可能性の
ある種。分布が局所的・特殊な環境・個体数が少ない・近年減って来て
いる，人為的攪乱を受けやすい環境にある等。

6
絶滅危惧ではない
が，存続基盤が脆
弱。

現時点での危険度は小さいが、生息条件の変化によっては“絶滅危
惧”に移行する可能性を有する。分布は広くても個体数のごく少ない種
はここに含める。

7
隠岐として記録し
ておくべき価値が
ある重要種。

1～6のカテゴリーは学術上の重要性とは独立の選定。それ以外の種
で，隠岐にあることが何らかの意味で注目に値するもの。
① 隠岐固有の種（亜種・変種・品種・生態型を含む），② 隔離分布（県
下・山陰・西日本等，近隣にないかごく稀），③ 限界自生地（北限・西限
など），③ 全国的な稀産種，④ 特異な生態（高山植物が低地に等），
⑤ 園芸価値が高い，⑥ 特殊な帰化種，･･･等。

///　記録　///

　　　○： 記録あり （△： 不確実）　　×： 無し，　－： 不明

［岡部］ 「隠岐雑俎」　岡部武夫（1950）

［丸山］ 「国立公園候補地 隠岐島・島根半島・三瓶山」　丸山巌（1960）

「島根県大百科事典」　山陰中央新報社（1982）

［杉村］ 「島根県のシダ植物相」　杉村喜則（1997）

「島根県の種子植物相」　杉村喜則（2005）

「杉村喜則氏収集植物標本目録（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）」　島根県立三瓶自然館（2009）

［文献］ 各種図鑑類・植物誌・論文・報告書

［丹後］ ◎，○： 現地で自生を確認しているもの。 ◎は最新が2000年以降。

※： 現物を見てはいないが，標本・写真・植栽・確実な情報等で確認（2000年以降）。

［重要］ ★，☆： 隠岐での絶滅危惧性とは独立に，その種の重要性を判断したが多分に主観的。

///  略記　///

RDB レッドデータブック

RL レッドデータリスト

《 RL: ## 》 全国47都道府県中 ## ヶ所がレッドリストに登載

【○限】 隠岐が○限自生地

〔指定〕 大山隠岐国立公園の指定種（2016）

メッシュ 第2次メッシュ（10km×10km）

要注目種

絶滅

情報不足

絶滅危惧
　ⅠＡ類

絶滅危惧
　ⅠＢ類

絶滅危惧
　Ⅱ類

準絶滅危惧
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

　マツ 目

マツ 科 ヒメコマツ Pinus parviflora 注 17

　ヒノキ 目

ヒノキ 科 ハイネズ Juniperus conferta 注 17

クロベ Thuja standishii 注 17

イチイ 科 イチイ Taxus cuspidata ⅠB Ⅱ 17

カヤ Torreya nucifera 注 準 17

イヌガヤ Cephalotaxus harringtonia 注 18

　スイレン 目

スイレン 科 コウホネ Nuphar japonica ⅠB 準 18

ヒツジグサ Nymphaea tetragona 不 準 18

　コショウ 目

ドクダミ 科 ハンゲショウ Saururus chinensis Ⅱ 準 18

ウマノスズクサ 科 ウマノスズクサ Aristolochia debilis ⅠA 18

マルバウマノスズクサ Aristolochia contorta ⅠA Ⅰ Ⅱ 19

ウスバサイシン Asarum sieboldii Ⅱ Ⅰ 19

ミヤコアオイ Asarum asperum 不 19

　クスノキ 目

クスノキ 科 バリバリノキ Actinodaphne acuminata ⅠA 準 19

オオバクロモジ Lindera umbellata var. membranacea 注 19

ヤマコウバシ Lindera glauca 準 20

イヌガシ Neolitsea aciculata 注 20

ハマビワ Litsea japonica 注 20

カゴノキ Litsea coreana 準 20

　オモダカ 目

サトイモ 科 ムサシアブミ Arisaema ringens 不 20

ヒロハテンナンショウ Arisaema ovale ⅠA 21

チシマゼキショウ 科 イワショウブ Triantha japonica 不 21

ハナゼキショウ Tofieldia nuda ⅠB Ⅰ 21

オモダカ 科 アギナシ Sagittaria aginashi 不 Ⅰ 準 21

トチカガミ 科 ミズオオバコ Ottelia alismoides Ⅱ 準 Ⅱ 21

スブタ Blyxa echinosperma ⅠA 準 Ⅱ 22

ヤナギスブタ Blyxa japonica 不 準 22

ヤマトウミヒルモ Halophila nipponica Ⅱ 22

イトトリゲモ Najas gracillima ⅠA Ⅱ 準 22

ホッスモ Najas graminea ⅠA 22

アマモ 科 タチアマモ Zostera caulescens ⅠB Ⅱ 23

スゲアマモ Zostera caespitosa ⅠB 準 23

コアマモ Zostera jajponica ⅠB 23

エビアマモ Phyllospadix japonicus 注 準 23

ヒルムシロ 科 ヒルムシロ Potamogeton distinctus Ⅱ 23

フトヒルムシロ Potamogeton fryeri Ⅱ 24

オヒルムシロ Potamogeton natans ⅠA Ⅱ 24

ササバモ Potamogeton wrightii ⅠB 24

イトモ Potamogeton pusillus 不 準 準 24

　ヤマノイモ 目
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

キンコウカ 科 キンコウカ Narthecium asiaticum ⅠA Ⅰ 24

ソクシンラン Aletris spicata 注 25

ノギラン Aletris luteoviridis 不 25

ヤマノイモ 科 ニガカシュウ Dioscorea bulbifera ⅠA 25

　ユリ 目

シュロソウ 科 ショウジョウバカマ Helonias orientalis ⅠB 25

シライトソウ Chinographis japonica 準 25

ホソバシュロソウ Veratrum maackii var. maackioides ⅠA 26

サルトリイバラ 科 タチシオデ Smilax nipponica ⅠA 26

ユリ 科 カタクリ Erythronium japonicum ⅠA Ⅱ 26

ホソバノアマナ Lloydia triflora ⅠA Ⅰ 26

ヤマジノホトトギス Trieyrtis affinis Ⅱ 26

アマナ Amana edulis ⅠA 27

　クサスギカズラ 目

ラン 科 クマガイソウ Cypripedium japonicum ⅠA Ⅰ Ⅱ 27

イイヌマムカゴ Platanthera iinumae ⅠA Ⅰ ⅠB 27

ヤマサギソウ Platanthera ssp. mandarinorum var. oreades ⅠA 27

ヒナラン Amitostigma gracile ⅠB Ⅱ ⅠB 27

オニノヤガラ Gastrodia elata ⅠA 28

ヤマトキソウ Pogonia minor ⅠA Ⅱ 28

ホクリクムヨウラン Lecanorchis hokurikuensis 不 28

ツチアケビ Gyrtosia septentrionalis 準 28

キンラン Cephalanthera falcata Ⅱ Ⅱ Ⅱ 28

ギンラン Cephalanthera erecta ⅠA Ⅱ 29

ユウシュンラン Cephalanthera erecta var. subaphylla ⅠB Ⅰ Ⅱ 29

カキラン Epipactis thunbergii ⅠB Ⅱ 29

アオフタバラン Neottia makinoana ⅠA 29

ヒメフタバラン Neottia japonica ⅠA 29

ベニシュスラン Goodyera biflora Ⅱ Ⅱ 30

ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana 準 30

ハクウンラン Kuhlhasseltia nakaiana 不 不 30

ヒトツボクロ Tipularia japonica ⅠA 30

コクラン Liparis nervosa ⅠA 30

ジガバチソウ Liparis krameri ⅠA Ⅰ 31

クモキリソウ Liparis kumokiri ⅠB 31

ヨウラクラン Oberonia japonica ⅠA 準 31

キンセイラン Calanthe nipponica ⅠA Ⅰ Ⅱ 31

キエビネ Calanthe striata ⅠA Ⅰ ⅠB 31

エビネ Calanthe discolor ⅠB Ⅱ 準 32

ナツエビネ Calanthe puberula var. reflexa 注 Ⅱ Ⅱ 32

トケンラン Cremastra unguiculata ⅠB Ⅱ Ⅱ 32

マヤラン Cymbidium macrorhizon ⅠA Ⅰ Ⅱ 32

イチヨウラン Dactylostalix ringens 不 32

セッコク Dendrobium moniliforme Ⅱ Ⅱ 33

マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum ⅠA Ⅰ 準 33

ムギラン Bulbophyllum inconspicuum 不 Ⅰ 準 33
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

ラン 科 クモラン Taeniophyllum glandulosum 不 Ⅰ 33

フウラン Neofinetia falcata ⅠA 準 Ⅱ 33

カヤラン Thrixspermum japonicum 不 Ⅰ 34

マツラン Gastrochilus matsuran ⅠA Ⅰ Ⅱ 34

ナゴラン Sedirea japonica Ⅱ Ⅰ ⅠB 34

アヤメ 科 カキツバタ Iris laevigata ⅠA 準 34

ヒオウギアヤメ Iris setosa ⅠA 34

アフリカヒメアヤメ Romulea rosea 注 35

ススノキ 科 ゼンテイカ Hemerocallis dumortieri var. esculenta Ⅱ Ⅰ 35

ヒガンバナ 科 タマムラサキ Allium pseudojaponicum 注 35

シロウマアサツキ Allium schoenoprasum var. orientale 注 35

オオキツネノカミソリ Lycoris sanguinea var. kiushiana Ⅱ 35

クサスギカズラ 科 ナメルギボウシ Hosta sieboldiana var. glabra 注 36

オオバスギカズラ Asparagus rigidulus 注 36

ヒメイズイ Polygonatum humile 絶 36

ヤマアマドコロ Polygonatum odoratum var. thunbergii 不 36

ナルコユリ Polygonatum falcatum 不 36

　イネ 目

ガマ 科 ミクリ Sparganium erectum var. coreanum ⅠB 準 準 37

ヤマトミクリ Sparganium fallax Ⅱ 準 準 37

ナガエミクリ Sparganium japonicum 不 準 準 37

コガマ Typha orientalis ⅠA 37

ホシクサ 科 ホシクサ Eriocaulon cinereum ⅠA 37

ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon taquetti ⅠB 38

ヒロハノイヌノヒゲ Eriocaulon alpestre var. robstius 準 38

イグサ 科 ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius 注 38

ハナビゼキショウ Juncus alatus ⅠB 38

カヤツリグサ 科 コウボウムギ Carex kobomugi ⅠB 38

クロカワズスゲ Carex arenicola 不 39

タカネマスクサ Carex planata ⅠA 39

フサナキリスゲ Carex teinogyna 注 39

コゴメスゲ Carex brunnea ⅠA 39

ヤマアゼスゲ Carex heterolepis ⅠB 39

センダイスゲ Carex lenta var. sendaica Ⅱ 40

アゼスゲ Carex thunbergii 不 40

ホナガヒメゴウソ Carex phacota var. phacota ⅠA 40

ゴウソ Carex maximowiczii ⅠA 40

カワラスゲ Carex incisa 不 40

キノクニスゲ Carex matsumurae Ⅱ 準 準 41

ヒゲスゲ Carex wahuensis var. bongardii 注 41

ヒロバスゲ Carex insaniae 注 41

カンスゲ Carex morrowii var. morrowii ⅠA 41

ホソバカンスゲ Carex morrowii var. temnolepis 不 41

オクノカンスゲ Carex foliosissima 注 42

アオミヤマカンスゲ Carex multifolia var. pallidisquama Ⅱ 42

ダイセンスゲ Carex daisenensis ⅠA 42
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

カヤツリグサ 科 ベニイトスゲ Carex fibrillosa ⅠB 42

ハマアオスゲ Carex fibrillosa ⅠA 42

シバスゲ Carex nervata 不 43

ホソバヒカゲスゲ Carex humilis var. nana Ⅱ 43

タチスゲ Carex maculata ⅠB 43

ミヤマシラスゲ Carex olivacea ssp. confertiflora ⅠA 43

キンキカサスゲ Carex persistens ⅠA 43

シオクグ Carex scabrifolia Ⅱ 44

ヒトモトススキ Cladium jamaicense ssp. chinense Ⅱ 準 44

イヌノハナヒゲ Rhynchospora rugosa ⅠA 44

シカクイ Eleocharis wichurae ⅠA 44

マシカクイ Eleocharis tetraquetra ⅠA Ⅱ 44

オオハリイ Eleocharis congesta f. dolichochaeta ⅠA 45

セイタカハリイ Eleocharis attenuata ⅠA 45

ヒメハリイ Eleocharis kamtschatica ⅠA 45

オオヌマハリイ Eleocharis mamillata var. cyclocarpa 不 45

スジヌマハリイ Eleocharis equisetiformis ⅠA Ⅰ Ⅱ 45

ヤマイ Fimbristylis subbispicata 準 46

アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa ⅠA 46

ヒメホタルイ Schoenoplectus lineolatus ⅠA 46

コウキヤガラ Bolboschoenus koshevnikovii ⅠB 46

ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis ssp. yagara ⅠB 46

カワラスガナ Cyperus sanguinolentus 準 47

ウシクグ Cyperus orthostachyus ⅠA 47

イネ 科 アイアシ Phacelurus latifolius ⅠB 47

カモノハシ Ischaemum aristatum var. crassipes Ⅱ 47

ケカモノハシ Ischaemum anthephoroides ⅠA 47

メガルカヤ Themeda triandra var. japonica 不 48

オガルカヤ Cymbopogon tortilis var. goeringii 不 48

ミアケザサ Sasa miakeana 注 48

オギ Miscanthus sacchariflorus 準 48

ハイチゴザサ Isachne nipponensis Ⅱ 48

ナルコビエ Eriochloa villosa ⅠA 49

ハイヌメリグサ Sacciolepis spicata Ⅱ 49

ネズミガヤ Muhlengergia japonica 準 49

ナガミノオニシバ Zoysia sinica var. nipponica ⅠA 49

ダンチク Arundo donax ⅠA 49

ツルヨシ Phragmites japonicus 絶 50

ササクサ Lophatherum gracile ⅠA 50

トウササクサ Lophatherum sinense Ⅱ Ⅱ 50

マコモ Zizania latifolia Ⅱ 50

アシカキ Leersia japonica 不 50

エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides Ⅱ 51

ムツオレグサ Glyceria acutiflora ssp. Japonica ⅠB 51

ヒロハノドジョウツナギ Glyceria leptolepis ⅠA 51

ハマニンニク Leymus mollis ⅠA 51
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

イネ 科 アズマガヤ Hystrox duthiei ssp. longearistata ⅠA 51

オニクサヨシ Phalaris aquatica 注 52

ヤマアワ Calamagrostis epigeios Ⅱ 52

ヒメノガリヤス Calamagrostis hakonensis ⅠA 52

ヒゲノガリヤス Calamagrostis longiseta ⅠA 52

ハマヒエガエリ Polypogon monspeliensis ⅠA 52

アワガエリ Phleum paniculatum 絶 53

セトガヤ Alopecurus japonicus 不 53

　マツモ 目

マツモ 科 マツモ Ceratophyllum demersum ⅠA 53

　キンポウゲ 目

ケシ 科 クサノオウ Chelidonium majus ssp. asiaticum 不 53

ヤマエンゴサク Corydalis lineariloba ⅠA 53

ミチノクエンゴサク Corydalis capillipes 注 54

エゾキケマン Corydalis speciosa 注 54

キケマン Corydalis hetelocarpa var. japonica 準 54

ツヅラフジ 科 ハスノハカズラ Stephania japonica 不 54

メギ 科 ルイヨウボタン Caulophyllum robustum ⅠA 54

トキワイカリソウ Epimendium sempervirens var. sempervirens 注 55

キンポウゲ 科 サラシナショウマ Cimicifuga simplex ⅠA 55

タンナトリカブト Aconitum japonicum ssp. napiforme ⅠA 55

ニリンソウ Anemone flaccida ⅠA Ⅱ 55

シマキツネノボタン Ranunculus sieboldii ⅠA 不 55

コゴメキンポウゲ Ranunculus parviflorus 注 56

ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides ⅠA 56

セリバオウレン Coptis japonica var. major ⅠA 56

　ヤマモガシ 目

アワブキ 科 アワブキ Meliosma myriantha 不 56

　ツゲ 目

ツゲ 科 フッキソウ Pachysandra terminalis ⅠA 56

　ユキノシタ 目

ボタン 科 ヤマシャクヤク Paeonia japonica 準 準 57

スグリ 科 ヤブサンザシ Ribes fasciculatum ⅠB 57

ユキノシタ 科 ネコノメソウ Chrysosplenium grayanum ⅠA 57

ホクリクネコノメ Chrysosplenium fauriei 注 57

トリアシショウマ Astilbe odontophylla 注 57

ユキノシタ Saxifraga stolonifera ⅠB 58

ダイモンジソウ Saxifraga fortunei var. alpina 準 58

ベンケイソウ 科 ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum ⅠB 準 58

ツメレンゲ Orostachys japonica ⅠB 準 準 58

キリンソウ Phedimus aizoon var. floribundus ⅠB 58

タイトゴメ Sedum japonicum ssp. oryzifolium 注 59

ツシママンネングサ Sedum polytrichoides ssp. yabeanum 注 Ⅱ 59

アリノトウグサ 科 アリノトウグサ Haloragis micrantha 準 59

ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum ⅠA 59

　マメ 目
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

マメ 科 クララ Sophora flavescens ⅠA 59

ユクノキ Cladrastis shikokiana ⅠA 60

コマツナギ Indigofera pseudotinctoria ⅠA 60

タヌキマメ Crotalaria sessiliflora 不 Ⅰ 60

クサフジ Vicia cracca ⅠB 60

ナンテンハギ Vicia unijuga Ⅱ 60

ケヤブハギ Hylodesmum podocarpum ssp. fallax 準 61

ハイメドハギ Lespedeza cuneata var. serpens 不 61

ホドイモ Apios fortunei 準 61

　バラ 目

グミ 科 ナワシログミ Elaeagnus pungens 不 61

アカバグミ Elaeagnus x maritima 注 61

クロウメモドキ 科 クロウメモドキ Rhamnus japonica var. decipiens ⅠA 62

ホナガクマヤナギ Berchemia longiracemosa ⅠA Ⅰ 62

クマヤナギ Berchemia racemosa 不 62

ヨコグラノキ Berchemiella berchemiifolia 注 Ⅰ 62

ネコノチチ Rhamnella franguloides 不 62

ニレ 科 アキニレ Ulms parvifolia 注 63

アサ 科 ムクノキ Aphananthe aspera ⅠA 63

エゾエノキ Celtis jessoensis ⅠA 63

クワ 科 ケグワ Morus cathayana 注 63

イラクサ 科 コバノイラクサ Urtica laetevirens ⅠA 63

ミヤマイラクサ Laportea cuspidata Ⅱ 64

アカソ Boehmeria silvestrii ⅠA 64

クサコアカソ Boehmeria gracilis ⅠA 64

コアカソ Boehmeria spicata ⅠA 64

ニオウヤブマオ Boehmeria holosericea 注 64

バラ 科 ワレモコウ Sanguisorba officinalis 不 65

シモツケ Spiraea japonica 注 準 65

ミツバイワガサ Spiraea blumei var. obtusa 注 65

エドヒガン Cerasus spachiana ⅠA 65

オオヤマザクラ Cerasus sargentii 注 準 65

イヌザクラ Padus buergeriana 準 66

シウリザクラ Padus ssiori ⅠA 66

ヤマイバラ Rosa sambucina 注 66

ハマナス Rosa rugosa ⅠA Ⅰ 66

ミツバツチグリ Potentilla freyniana ⅠA 66

ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis 不 67

コバノフユイチゴ Rubus pectinellus 準 67

カジイチゴ Rubus trifidus ⅠB 67

ザイフリボク Amelanchier asiatica 準 67

ツシマナナカマド Sorbus commixta var. wilfordii 注 67

アズキナシ Aria alnifolia ⅠA 68

オオズミ Malus toringo var. zumi ⅠA 68

　ブナ 目

ブナ 科 アベマキ Quercus variabilis ⅠA 68
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

ブナ 科 ナラガシワ Quercus aliena 不 68

アラカシ Quercus glauca 不 68

シラカシ Quercus myrsinifolia 不 69

カシワモドキ Quercus x angustilepidota 注 69

ヤマモモ 科 ヤマモモ Morella rubra ⅠA 69

クルミ 科 サワグルミ Pterocarya rhoifolia 注 69

ノグルミ Platycarya strobilacea 注 69

カバノキ 科 ハンノキ Alnus japonica 不 70

ツノハシバミ Corylus sieboldiana Ⅱ 70

　ウリ 目

ウリ 科 カラスウリ Trichosanthes cucumeroides 不 70

ゴキヅル Actinostemma tenerum 不 70

　ニシキギ 目

ニシキギ 科 イワウメヅル Celastrus flagellaris ⅠA Ⅰ 70

ムラサキマユミ Euonymus lanceolatus 不 71

　キントラノオ 目

トウダイグサ 科 イワタイゲキ Euphorbia jolkinii ⅠB 準 71

コミカンソウ 科 ヒメミカンソウ Phyllanthus ussuriensis ⅠB 71

ヤナギ 科 ヤマナラシ Populus tremula var. sieboldii Ⅱ 71

マルバヤナギ Salix chaenomeloides ⅠA 71

タチヤナギ Salix triandra ⅠA 72

ヨシノヤナギ Salix yoshinoi ⅠA 72

イヌコリヤナギ Salix integra ⅠA 72

カワヤナギ Salix miyabeana ssp. gymnolepis 不 72

ワケノカワヤナギ Salix x mictostemon ⅠA 72

スミレ 科 コタチツボスミレ Viola grypoceras var. exilis 注 73

マルバスミレ Viola keiskei ⅠA 73

オトギリソウ 科 ミズオトギリ Triadenum japonicum 準 73

トモエソウ Hypericum ascyron 不 Ⅱ 73

ヒメオトギリ Hypericum japonicum 不 73

　フトモモ 目

ミソハギ 科 ヒメミソハギ Ammannia multiflora 不 74

エゾミソハギ Lythrum salicaria Ⅱ 74

ミソハギ Lythrum anceps 準 74

コオニビシ Trapa japonica var. pumila 注 74

　ムクロジ 目

ウルシ 科 ヤマハゼ Toxicodendron sylvestre 不 74

ムクロジ 科 オオモミジ Acer amoenum ⅠB 75

ハウチワカエデ Acer japonicum Ⅱ 75

エゾイタヤ Acer pictum ssp. mono 注 75

モクゲンジ Koelreuteria paniculata ⅠB 準 75

ミカン 科 キハダ Phellodendron amurense Ⅱ 75

ニガキ 科 ニガキ Picrasma quassioides ⅠA 76

　アオイ 目

アオイ 科 カラスノゴマ Corchoropsis crenata 準 76

ハマボウ Hibiscus hamabo ⅠA Ⅰ 76
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

ジンチョウゲ 科 カラスシキミ Daphne miyabeana Ⅱ Ⅱ 76

コショウノキ Daphne kiusiana 注 76

　アブラナ 目

アブラナ 科 イヌナズナ Draba nemorosa 不 77

タチタネツケバナ Cardamine fallax 準 77

ワサビ Eutrema japonicum ⅠA 77

オオユリワサビ Eutrema okinosimense 注 77

ハタザオ Turritis glabra 不 77

ヤマハタザオ Arabis hirsuta 不 78

シコクハタザオ Arabis serrata var. shikokiana 注 78

　ビャクダン 目

ビャクダン 科 カナビキソウ Thesium chinense 不 78

ヤドリギ Viscum album ⅠB 78

オオバヤドリギ 科 マツグミ Taxillus kaempferi 不 78

オオバヤドリギ Taxillus yadoriki ⅠA 79

　ナデシコ 目

タデ 科 イシミカワ Persicana perfoliata Ⅱ 79

シンミズヒキ Persicaria neofiliformis 不 79

ホソバノウナギツカミ Persicaria praetermissa 準 79

ボントクタデ Persicana pubescens ⅠA 79

モウセンゴケ 科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia ⅠA 80

ナデシコ 科 ハマハコベ Honckenya peploides var. major 不 80

ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia ⅠA 80

ハマナデシコ Dianthus japonicus ⅠB Ⅱ 80

ナンバンハコベ Silene baccifera var. japonica ⅠA 80

ヒユ 科 ホソバアカザ Chenopodium stenophyllum 注 81

ハマアカザ Atriplex subcordata 注 81

ヤマゴボウ 科 マルミノヤマゴボウ Phytolacca japonica ⅠA 81

　ミズキ 目

アジサイ 科 エゾアジサイ Hydrangea serrata var. yesoensis 注 81

バイカウツギ Philadelphus satsumi Ⅱ 81

　ツツジ 目

ツリフネソウ 科 キツリフネ Impatiens noli-tangere ⅠB 82

サカキ 科 ハマヒサカキ Eurya emarginata 不 82

モッコク Ternstroemia gymnanthera 準 82

サクラソウ 科 クサレダマ Lysimachia vulgaris ssp. davulica 不 82

ギンレイカ Lysimachia acroadenia Ⅱ 82

ヌマトラノオ Lysimachia fortunei 不 83

ルリハコベ Anagallis arvensis Ⅱ 83

ハイハマボッス Samolus parviflorus 注 Ⅰ 準 83

ハイノキ 科 サワフタギ Symplocos sawafutagi ⅠB 83

クロキ Symplocos kuroki ⅠA 83

クロバイ Symplocos prunifolia 不 準 84

イワウメ 科 オオイワカガミ Schizocodon soldanelloides var. magnus 注 84

エゴノキ 科 ハクウンボク Styrax obassia Ⅱ 84

ツツジ 科 ウメガサソウ Chimaphila japonica Ⅱ 84
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

ツツジ 科 ダイセンミツバツツジ Rhododendron lagopus var. logopus 準 84

ユキグニミツバツツジ Rhododendron lagopus var. niphophilum 注 85

レンゲツツジ Rhododendron molle ssp. japonicum ⅠA 準 85

オキシャクナゲ Rhododendron japonoheptamerum var. okiense 注 85

アキノギンリョウソウ Monotropa uniflora 準 85

ネジキ Lyonia ovalifolia var. elliptica 不 86

ナツハゼ Vaccinium oldhamii Ⅱ 86

アクシバ Vaccinium japonicum ⅠA 86

　アオキ 目

アオキ 科 ナンゴクアオキ Aucuba japonica var. ovoidea 注 86

　リンドウ 目

アカネ 科 フタバムグラ Oldenlandia brachypoda ⅠA 86

オオキヌタソウ Rubia chinensis 不 86

エゾノカワラマツバ Galium verum ssp. asiaticum var. trachycarpum 注 87

クルマムグラ Galium japonicum 準 87

キヌタソウ Galium kinuta 不 87

アリドオシ Damnacanthus indicus ⅠB 87

リンドウ 科 リンドウ Gentiana scabra var. buergeri ⅠA 87

イヌセンブリ Swertia tosaensis 不 Ⅰ Ⅱ 88

センブリ Swertia japonica 不 88

マチン 科 ホウライカズラ Gardneria nutans ⅠB 準 88

キョウチクトウ 科 チョウジソウ Amsonia elliptica ⅠA Ⅰ 準 88

スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma ⅠB 準 準 88

クサタチバナ Vincetoxicum acuminatum ⅠA Ⅰ 準 89

アオタチカモメヅル Vincetoxicum glabrum f. viridescens ⅠB 89

キジョラン Marsdenia tomentosa 準 89

　ナス 目

ヒルガオ 科 ヒレガクアサガオ Ipomoea fimbriosepala 注 89

ナス 科 ハシリドコロ Scopolia japonica 不 89

イガホオズキ Physaliastrum echinatum ⅠB 90

ヤマホロシ Solanum japonense ⅠA Ⅰ 90

オオマルバノホロシ Solanum megakarpum 絶 不 90

ハダカホオズキ Tubocapsicum anomalum 準 90

　ムラサキ 目

ムラサキ 科 ハマベンケイソウ Mertensia maritima ⅠA Ⅰ 90

ホタルカズラ Lithospermum zollingeri ⅠA 準 91

オニルリソウ Cynoglossum asperrimum Ⅱ 91

　シソ 目

モクセイ 科 アオダモ Fraxinus lanuginosa 不 91

ハシドイ Syringa reticulata 準 Ⅱ 91

ヤナギイボタ Ligustrum salicinum 注 準 91

サイコクイボタ Ligustrum ibota 不 92

イワタバコ 科 シシンラン Lysionotus pauciflorus 絶 Ⅰ Ⅱ 92

オオバコ 科 シソクサ Limnophila chinensis ssp. aromatica ⅠA 92

キクモ Limnophila sessiliflora 準 92

アブノメ Dopatrium junceum 不 92
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

オオバコ 科 マルバノサワトウガラシ Deinostema adenocaulum 絶 Ⅱ 93

サワトウガラシ Deinostema violaceum ⅠA 93

クガイソウ Veronicastrum japonicum var. jappnicum ⅠA 93

ナンゴククガイソウ Veronicastrum japonicum var. australe ⅠA Ⅱ 93

トウテイラン Veronica ornata 注 準 Ⅱ 93

ムシクサ Veronica peregrina 不 94

イヌノフグリ Veronica polita var. lilacina 絶 準 Ⅱ 94

ゴマノハグサ 科 ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana ⅠA Ⅱ Ⅱ 94

アゼナ 科 ウリクサ Lindernia crustacea ⅠA 94

エダウチスズメノトウガラシ Lindernia antipoda var. grandiflora 準 94

シソ 科 ニシキゴロモ Ajuga yesoensis 準 95

ニガクサ Teucrium japonicum ⅠA 95

ヤマトウバナ Clinopodium multicaule ⅠA 95

シロバナヤマジソ Mosla japonica var.  thymolifera ⅠB 95

ラショウモンカズラ Meehania urticifolia 準 95

ジャコウソウ Chelonopsis moschata 不 96

キセワタ Leonurus macranthus ⅠA 不 Ⅱ 96

アキチョウジ Isodon longitubus 不 96

デワノタツナミソウ Scutellaria muramatsui 注 96

ナミキソウ Scutellaria strigillosa Ⅱ 96

ハエドクソウ 科 スズメハコベ Microcarpaea minima ⅠA Ⅱ 97

ミゾホオズキ Mmulus nepalensis 絶 97

ハマウツボ 科 ナンバンギセル Aeginetia indica ⅠA 97

キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus ⅠA 97

ハマウツボ Orobanche coerulescens ⅠA Ⅱ 97

ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis 準 98

コシオガマ Phtheirospermum japonicum ⅠB 98

タヌキモ 科 ミミカキグサ Utricularia bifida 不 Ⅱ 98

イヌタヌキモ Utricularia australis Ⅱ 準 準 98

　モチノキ 目

モチノキ 科 クロガネモチ Ilex rotunda 不 98

　キク 目

キキョウ 科 ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata 準 99

キク 科 オナモミ Xanthium strumarium 絶 Ⅱ 99

オキノアブラギク Chrysanthemum okiense 注 99

ヒメヨモギ Artemisia lancea 不 99

ニシノヤマタイミンガサ Parasenecio yatabei var. accidentalis Ⅱ 99

サワギク Nemosenecio nikoensis 準 100

チョウジギク Arnica mallatopus ⅠA Ⅰ 100

オオユウガギク Aster robustus 注 100

ヨメナ Aster yomena 注 100

ダルマギク Aster spathulifolius 注 準 100

ノコンギク Aster microcephalus var. ovatus 不 101

タマバシロヨメナ Aster ageratoides var. ageratoides f. ovalifolius 注 101

ヒメガンクビソウ Carpesium rosulatum 準 101

コヤブタバコ Carpesium cernuum 注 101
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キク 科 カセンソウ Inula salicina var. asiatica ⅠB 101

オグルマ Inula britannica ssp. japonica ⅠA 102

オクモミジハグマ Ainsliaea acerifolia var. subapoda 注 102

コウヤボウキ Pertya scandens 不 102

ナガバノコウヤボウキ Pertya glabrescens 不 準 102

ヨツバヒヨドリ Eupatorium glheni ⅠA 102

オキノアザミ Cirsium japonicum var. okiense 注 103

ヨシノアザミ Cirsium yoshinoi 注 103

ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella 準 Ⅱ 103

オケラ Hemistepta lyrata ⅠA 103

キツネアザミ Atractylodes ovata ⅠB 103

タムラソウ Serratula coronata ssp. insularis Ⅱ 104

ハチジョウナ Sonchus brachyotus 不 Ⅰ 104

ハマニガナ Ixeris repens ⅠA 104

タカサゴソウ Ixeris chinensis ssp. strigosa 絶 Ⅱ 104

ハイニガナ Ixeridium dentatum ssp.  dentatum f. stoloniferum ⅠB 104

ニガナ＜雑種＞ Ixeridium sp. 注 105

ホソバワダン Crepidiastrum lanceolatum Ⅱ 105

スイラン Hololeion krameri 絶 Ⅰ 105

オキタンポポ Taraxacum maruyamanum 注 105

タビラコ Lapsanastrum apogonoides ⅠA 105

　セリ 目

ウコギ 科 ケヤマウコギ Eleutherococcus divaricatus 注 106

セリ 科 ホタルサイコ Bupleurum longiradiatum var. elatius ⅠB Ⅱ 106

セントウソウ Chamaele decumbens 不 106

ヒカゲミツバ Spuriopimpinella koreana ⅠB 106

ハマボウフウ Glehnia littoralis ⅠA 106

タケシマシシウド Dystaenia takeshimana ⅠB Ⅰ 107

セリモドキ Dystaenia ibukiensis 注 107

ノダケ Angelica decursiva 不 107

エゾノヨロイグサ Angelica sachalinensis ⅠA Ⅰ 107

ケエゾノヨロイグサ Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. pubescens ⅠA 107

サンインヨロイグサ Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. saninensis 注 108

　マツムシソウ 目

ガマズミ 科 チョウジガマズミ Viburnum carlesii var. bitchiuense Ⅱ 準 準 108

マルバゴマギ Viburnum sieboldii var. obovatifolium 不 108

スイカズラ 科 マツムシソウ Scabiosa japonica 不 108

カノコソウ Valeriana fauriei 注 準 108

ツクバネウツギ Abelia spathulata 不 109

タニウツギ Weigela hortensis ⅠA 109

ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes 不 109

ヒョウタンボク Lonicera morrowii 注 Ⅱ 109

オニヒョウタンボク Lonicera vidalii 注 準 Ⅱ 109

　ヒカゲノカズラ 目

ヒカゲノカズラ 科 ヒモラン Huperzia sieboldii 絶 Ⅰ ⅠB 110

　イワヒバ 目
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イワヒバ 科 イワヒバ Selaginella tamariscina ⅠB 110

ヒモカズラ Selaginella shakotanensis ⅠA 110

ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys Ⅱ 110

カタヒバ Selaginella involves ⅠB 110

　ハナヤスリ 目

ハナヤスリ 科 ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale ⅠA 不 111

ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum ⅠA Ⅱ 111

コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum ⅠA 不 111

ナツノハナワラビ Botrychium virginianum Ⅱ 準 111

ナガホノナツノハナワラビ Botrychium strictum ⅠA 111

フユノハナワラビ Botrychium ternatum 準 112

　マツバラン 目

マツバラン 科 マツバラン Psilotum nudum 絶 Ⅰ 準 112

　コケシノブ 目

コケシノブ 科 コハイホラゴケ Vandenboschiaxstenosiphon Ⅱ 112

アオホラゴケ Crepidomanes latealatum Ⅱ 112

ウチワゴケ Crepidomanes minutum Ⅱ Ⅱ 112

ハイホラゴケ Vandenboschia x stenosiphon 不 113

　サンショウモ 目

デンジソウ 科 デンジソウ Marsilea quadrifolia 絶 絶 Ⅱ 113

サンショウモ 科 オオアカウキクサ Azolla japonica ⅠA 準 ⅠB 113

　ヘゴ 目

キジノオシダ 科 ヤマソテツ Plagiogyria matsumurana ⅠA 113

　ウラボシ 目

コバノイシカグマ 科 イヌシダ Dennstaedtia hirsuta Ⅱ 113

コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra ⅠB 114

ウスゲコバノイシカグマ Dennstaedtia scabra f. glabrescens ⅠA 114

フモトシダ Microlepia marginata Ⅱ 114

イノモトソウ 科 イヌイワガネソウ Coniogrammexfauriei Ⅱ 114

ナチシダ Pteris wallichiana ⅠA 準 114

マツザカシダ Pteris nipponica 準 115

クジャクシダ Adiantum pedatum ⅠA 115

シシラン Haplopteris flexuosa 絶 準 115

チャセンシダ 科 イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus ⅠB 115

ヒメシダ 科 ヤワラシダ Thelypteris laxa 準 115

ハシゴシダ Thelypteris glanduligera 準 116

ヒメシダ Thelypteris palustris ⅠB 116

テツホシダ Thelypteris interrupta ⅠB Ⅱ 116

イワデンダ 科 イワデンダ Woodsia polystichoides ⅠA 116

コウヤワラビ 科 コウヤワラビ Onoclea sensibilis var. interrupta ⅠB 116

クサソテツ Onoclea struthiopteris 不 117

シシガシラ 科 コモチシダ Woodwardia orientalis 準 117

メシダ 科 ヘビノネゴザ Athyrium yokoscense 不 117

サトメシダ Athyrium deltoidofrons ⅠA 117

オオサトメシダ Athyrium x multifidum ⅠA 117

ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum ⅠB 118
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メシダ 科 サキモリイヌワラビ Athyrium oblitescens ⅠB 118

シケチシダ Cornopteris decurrenti-alata ⅠA 118

ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri ⅠA 118

ノコギリシダ Diplazium wichurae Ⅱ 118

キヨタキシダ Diplazium squamigerum Ⅱ 119

オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum Ⅱ 119

ヒカゲワラビ Diplazium chinense ⅠA 119

セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla 不 119

ナチシケシダ Deparia petersenii 注 119

フモトシケシダ Deparia pseudoconilii ⅠA 120

オオホソバシケシダ Deparia conilii x D. japonica ⅠA 120

サツマシケシダ Deparia japonica x D. petersenii Ⅱ 120

コセイタカシケシダ Deparia conilii x D. dimorphophylla ⅠA 120

セイタカフモトシケシダ Deparia dimorphophylla x D. pseudoconilii var. pseudoconilii ⅠA 120

オシダ 科 イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina ⅠA 121

ミサキカグマ Dryopteris chinensis ⅠA 121

ヒメイタチシダ Dryopteris sacrosancta ⅠA 121

ナンカイイタチシダ Dryopteris varia 不 Ⅱ 121

ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna 注 準 121

サイゴクベニシダ Dryopteris championii ⅠA 122

オオカナワラビ Arachniodes rhomboidea ⅠA 122

コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora ⅠB 122

ハカタシダ Arachniodes yasu-inouei 不 122

オニカナワラビ Arachniodes caudata Ⅱ 122

テンリュウカナワラビ Arachniodes x kurosawae ⅠA 123

ホソコバカナワラビ Arachniodes x neointermedia ⅠB 123

カワヅカナワラビ Arachniodes x kenzo-satakei 絶 123

アイアスカイノデ Polystichum longifrons 準 123

ツヤナシイノデ Polystichum ovatopaleaceum 不 123

タイワンジュウモンジシダ Polystichum hancockii 不 124

ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae 準 124

ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei var. clivicola 準 124

ミヤコヤブソテツ Cyrtomium yamamotoi 不 124

ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum ⅠA 124

シノブ 科 シノブ Davallia mariesii ⅠA 準 125

ウラボシ 科 サジラン Loxogramme duclouxii ⅠA Ⅱ 125

イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia 不 125

ヒメサジラン Loxogramme grammitoides 不 準 125

ヒトツバ Pyrrosia lingua ⅠB 125

イワオモダカ Pyrrosia hastata ⅠB Ⅰ 126

ビロードシダ Pyrrosia linearifolia ⅠA Ⅱ 126

アオネカズラ Goniophlebium niponicum ⅠA 準 126

ヒメノキシノブ Lepisorus onoei ⅠB Ⅱ 126

ヤノネシダ Leptochilus buergerianus ⅠA 126

ヌカボシクリハラン Neocheiropteris ningpoensis ⅠB Ⅰ 127

カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi ⅠB 準 127
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科 和名 学名 階級 県 国 　　 p.

ウラボシ 科 オシャグジデンダ Polypodium fauriei Ⅱ 127

オオエゾデンダ Polypodium vulgare 注 Ⅰ ⅠB 127

タクヒデンダ Polypodium x takuhinum ⅠB 127
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マツ目 マツ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Pinus parviflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒノキ目 ヒノキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Juniperus conferta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒノキ目 ヒノキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎ ★

Thuja standishii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒノキ目 イチイ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎ ☆

Taxus cuspidata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒノキ目 イチイ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ○ ◎

Torreya nucifera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

本来の分布域は，本州の中部地方以北。島根県以外

の“西日本”の産地は4ヶ所だけ。鳥取：絶滅，岡山：

1ヶ所（絶滅危惧），愛媛：東赤石山（絶滅危惧），高

知：四国山地（絶滅危惧）。

島後には普通にある。島前の焼火山の記録はあるが現
状不明。島根県本土側の記録は，平田市鰐淵寺山彙
のみ。

イチイ

大満寺山の登山道上部に老木が並んでいるが，周辺

には若木もある。横尾山での記録もあり。キャラボク

var. nana は未確認。

中国地方での産地は，隠岐・鳥取県（氷ノ山，大山）・広

島県（比婆山）に限られる。

カヤ

クロベ

ヒメコマツ

島根県では山口県寄りの中国山地にわずかに生育す
る。山口：ごく稀，広島：稀，岡山・兵庫：レッドリスト種。
主として，関東地方以西～九州の太平洋側山地に分
布する。

島後では珍しくないが島前には全くない。本州中部以

北～北海道には，近縁の変種キタゴヨウ var.

pentaphylla が分布する。

ハイネズ

海岸植物。県本土側では非常に稀なようで，［杉村]で

は出雲市湖陵町のみが挙げてある。隠岐では全4島の

海岸の岩場で見られる。

隠岐でも何処にでもある訳ではない。例えば海士で，松
島・須賀・宇受賀の3ヶ所。島後では重栖湾が見事。知
夫には多い。日本海側では，福井県～秋田の全県で
レッドリスト登載種。

島根県本土側では少ないというのが不思議。特に島

前はカヤばかりでチャボガヤ var. radicans はないと思

う。島後との積雪量の違いだろうか。

日本海側にはチャボガヤも混じるが，少なくとも山口・広

島・岡山各県ではカヤが普通種である。
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ヒノキ目 イチイ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Cephalotaxus harringtonia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

スイレン目 スイレン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎ ☆

Nuphar japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

スイレン目 スイレン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ×

Nymphaea tetragona

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コショウ目 ドクダミ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ × ◎

Saururus chinensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コショウ目 ウマノスズクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ × ◎ ☆

Aristolochia debilis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウマノスズクサ

西郷犬来地区の男池に向う道路の入口付近，側溝沿

の斜面に群生（10m前後）。道端や田畑の周辺のもの

であるのに，隠岐の記録はない。［岡部］の記録はマル

バウマノスズクサの誤認と思われる。

［杉村］では，「大社・斐川」のみでの確認となっている。

関東以西の分布とされているが，実際には東北地方ま

で分布。《RL:10》

着目： 2016.11.4，同定： 2017.7.6。

ハンゲショウ

生育環境の消失で，個体数が減って来ている。現状で

比較的生育状態がよいのは，菱浦のカモウド（鴨渡）と

西郷の男池付近で，いずれも廃田。

隠岐の海岸には生育地が多く（海士だけでも4ヶ所），

人の行かないような入江の小川（河口）には大抵あっ

た。本州の日本海側では，山口・京都を除き全県でレッ

ドデータリストに登載。《RL:23》

ヒツジグサ

古い記録（［丸山］）はあるが，現在も残っているかどう

か？あるとすれば山間の小さな池。

人里に近い場所では園芸品に注意。水生植物の例に

漏れず，全国的にも減少している。

コウホネ

自生であるかが問題だが，少なくとも津井の池（特に女

池）のものは植栽とは考えにくい。五箇の床山の池にも

多く，［岡部］にも言及がある。

全国的に減少しており　《RL：28》，近県では鳥取：準絶

滅危惧，兵庫：絶滅危惧Ⅰ類。

イヌガヤ

［丸山］では無し。［杉村］では，隠岐の西郷だけ（標本
目録には布施も）。確かに島後の山地ではハイイヌガ
ヤ var. nana が多いが，島前のものはすべてイヌガヤ
であろう。

イヌガヤとハイイヌガヤの区別は微妙であるが，とてもハ

イイヌガヤとは思えないものが普通にある。樹幹は径

10cmで完全に直立，樹高4m。
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コショウ目 ウマノスズクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ △ ○ ○ ○ ◎ ★

Aristolochia contorta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コショウ目 ウマノスズクサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Asarum sieboldii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コショウ目 ウマノスズクサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ －

Asarum asperum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クスノキ目 クスノキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ◎ ★

Actinodaphne acuminata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クスノキ目 クスノキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Lindera umbellata var. membranacea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウスバサイシン

隠岐では比較的個体数が多い。大満寺山～鷲ヶ峯，

島前の高崎山。

〔指定〕　本土側では，島根：東部に少産，鳥取：準絶滅

危惧，兵庫：絶滅危惧，岡山・広島：稀，山口：無し。

マルバウマノスズクサ

豊田（海士）と中村（島後）に現存している。中村は人
家の石垣に数株。豊田のかつての産地は牧場化され
たが，周辺に逃げて数ヶ所に群生。すこぶる元気がよ
い。

〔指定〕　全国で記録があるのは13府県のみ。全域で，

絶滅・情報不足・絶滅危惧のいずれか。島根県での生

育も，隠岐と県東部（2）の4メッシュに過ぎない。［岡部］

はウマノスズクサ A. debilis 。

オオバクロモジ

島根県ではクロモジと混在するが，隠岐のは“全て”オ
オバクロモジだという（［杉村］）。本土側では中国山地
に現れる。

［文献］でも（奥山春季 1982），北陸地方と同じくオオバ

クロモジになっている。山溪の『樹に咲く花』の分布図で

も同様。筆者自身はは未検討。

バリバリノキ

島後（銚子越）で1本だけ確認できる。昔，［杉村］氏の

発見当時確認に行ったが，それと同一木のように思わ

れる。その後（2017年），近くの林縁で幼木（1m以下）

を5-6株確認した。

【北限】　太平洋側は房総半島南部まで，日本海側は
島根県（ごく稀）まで。『原色日本林業樹木図鑑』
（1968）の分布図に隠岐が出て来る。昔から知られてい
たのか！

ミヤコアオイ

五箇にあると聞いたことがある。［岡部］の記録も本種を

意味すると思われる。

中国地方に普通にあるようなので，隠岐にあるとすれば

本種であろう。
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クスノキ目 クスノキ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Lindera glauca

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クスノキ目 クスノキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Neolitsea aciculata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クスノキ目 クスノキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Litsea japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クスノキ目 クスノキ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ー ◎

Litsea coreana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 サトイモ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ★

Arisaema ringens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムサシアブミ

テンナンショウ属は分類が難しく，過去の記録に拘りた

くはないが，本種は間違いようがない（［丸山］）。分布

域は，日本海側は福井県以西，太平洋側は愛知県以

西。隠岐で再確認ができれば【北限】。

〔指定〕　茨城県東海村に昔から知られているが（絶滅

危惧Ⅰ類），栽培から逸出した可能性があるという。隠

岐での普通種は“広義”のマムシグサで，詳しくはカント

ウマムシグサ A. serratum。

カゴノキ

焼火山南麓で時に見かける。海士では松島のみ。島
後でも数ヶ所で見ているが個体数はごく少なく，安泰と
いう感じはない。渓流近くの谷筋に現れやすいような
気がする。

暖地系の種で隠岐は北限に近い。隠岐より北の産地

は，石川・長野・栃木・茨城・福島の各県で，いずれも

レッドリスト種。石川県は能登半島のただ1ヶ所，長野県

は絶滅，福島県の推定現存株数は12株だという。

ハマビワ

【北限】　太平洋側は高知県の西南端で止るが，日本

海側は島根半島まで北上し隠岐にまで達する。あまり

例のない分布で注目に値する。

島後本島では生育できないようで，細かく言えば大森

島が付近が北限。ただ，海岸植物なので二股島や星神

島にもあると思われる。

イヌガシ

本来の分布は関東南部以西で日本海側は京都府ま

で。隠岐はぶっちぎりの北限と思ったが，　跳んで石川

県の七尾湾にもわずかにある（絶滅危惧Ⅰ類）。能登

半島の分布は例外的な隔離分布。　【準北限】

島後・西ノ島では普通種，海士にも多少ある。県本土側
ではごく稀のようだが，島根半島にも（平田・美保関）知
られている。

ヤマコウバシ

隠岐では個体数が少なく，捜せばたまに見付かるとい
う程度。島後では数ヶ所で確認している。島前にも唯
一群生地があったが（知々井岬），牧道の下敷きに
なって消滅。

やや湿り気のある土地を好み，通常渓流沿に見られる

が，ポツンと孤立しているのが普通。
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オモダカ目 サトイモ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Arisaema ovale

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 チシマゼキショウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ★

Triantha japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 チシマゼキショウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ◎ ★

Tofieldia nuda

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 オモダカ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ × ○

Sagittaria aginashi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 トチカガミ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎

Ottelia alismoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ミズオオバコ

昔は水田で時々見かけたが，最近急に減って来てい

る。今は島後の溜池や湿田に多少残っている程度。

海士でも5-6ヶ所で確認していたが現状は不明。環境

省指定のⅡ類であることに驚く。

アギナシ

気になって以前から捜しているが見付からない。隠岐

にあったことは確実で，［文献］は図鑑の分布図（奥山

春季 1983）。

全国的にも珍しく　《RL：42》，例外的に山口県と広島県

では普通。

ハナゼキショウ

確認場所数は，海士：3，西ノ島：1，島後：5。海士の
1ヶ所を除き，個体数はごく少数。しかも，見付けたら即
掘り盗る人達がいる。中国地方では隠岐と鳥取県だけ
に自生がある。

〔指定〕　文献では，近畿地方北部と福井・三重・佐賀・

長崎県に分布するとされている。そして，長崎県（平戸

島）を除く全県でRL登録種。[岡部]にイワショウブがあっ

て本種がないのが不思議。　【準北限】

イワショウブ

布施の北谷で採ったという植栽品を同定。杉村喜則氏

は，棒でつついて（断崖）採集したとのことであった。双

眼鏡と長い棒が要るようだ。

〔指定〕　島根県の記録は北谷のみ。西限は伯耆大山と

されているが，広島：比婆山系，岡山：北部に1ヶ所，鳥

取：大山の一部に1ヶ所，の記録がある。3県ともに絶滅

危惧種。［丸山］に三瓶山の記録あり！

ヒロハテンナンショウ

横尾山北側の標高300m地点で1株（2014.6.2），その

後大満寺山で数株を確認。［丸山］には，島根半島・

三瓶山の記録もあるが，［杉村］は横尾山（1983）・横田

町船通山（1992）の標本のみ。

〔指定〕　分布は，北海道南部・本州（主に日本海側）・

九州北部。近畿以西では少なく，自生があってRL未登

録は，島根・広島の2県のみ。［文献］記録は，杉本順一

（1973）・村田仁（2011）。
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オモダカ目 トチカガミ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ◎ ★

Blyxa echinosperma

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 トチカガミ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○

Blyxa japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 トチカガミ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ※

Halophila nipponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 トチカガミ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ 準 × ◎ ★

Najas gracillima

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 トチカガミ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Najas graminea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマトウミヒルモ

環境省自然環境局の調査報告書によると，諏訪湾（海
士）・古海（知夫）・松島（都万蛸木）で確認されてい
る。

［杉村］の産地は隠岐と島根町になっていて，加茂の標

本がある。

ヤナギスブタ

［丸山］・［杉村］の記録から，隠岐に生育していたのは

確実だが，絶滅の可能性が高い。そもそも，生育環境

そのものが消滅した。これはスブタも同様。

《RL：37》　環境省や各地のRDL登録状況を見ると，ス

ブタよりは普通種のようだ。

スブタ

2016年わずか数株を男池（津井）で確認。ただ，果実

を見てないのでマルミスブタ B. aubertii も否定できな

い。昔，男池近くの水田で見ていたが，同定をしないま

ま放置。その後見えなくなっていた。

《RL：42》　ほとんど日本から消滅しそうに見える。島根
県は数少ない「“準”絶滅危惧」の指定でまだ増しな方
か？五箇（南方)にもあるという話を最近聞いたが，確認
できていない
。

ホッスモ

2010年，西ノ島町耳々浦の湿田で発見。有機栽培で

湧水もあり生育状態は良好。他にもあるかどうかは不

明だが，そもそも湿田という環境がもうない。

《RL：20》　近畿・中国地方の指定はない。ただ，本種の

生育できるような環境は激減しれいると思われる。

イトトリゲモ

2009年に隠岐で初めて，原田（西郷）の蓮池で採集。

もうここにしか残っていないかもしれない。『しまねＲＤ

Ｂ』によると，「県東部の溜池で記録がある」らしい。

《RL：42》　環境庁編ＲＤＢでは，全国の総個体数約

2,000と推計されている。2016年現在，池が放置されて

絶滅寸前状態，後2-3年の命と思われる。
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オモダカ目 アマモ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ × ○ ※ ★

Zostera caulescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 アマモ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 × ○ ※ ★

Zostera caespitosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 アマモ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ※

Zostera jajponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 アマモ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ◎ ☆

Phyllospadix japonicus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 ヒルムシロ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Potamogeton distinctus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒルムシロ

実際の分布程度は調査不十分だが，徐々に減って来
ていることに間違いはなさそう。今の時点では，島後の
4ヶ所の溜池で確認している。島前では未だ見た事が
ない。

県内で普通なのはフトヒルムシロ の方である。隠岐で
は。島後はヒルムシロ，島前はフトヒルムシロが多かった
のではないか思われる。 《RL：7》

エビアマモ

【準北限】　分布は本州中部以西と九州北部とされて

いる。隠岐と同緯度の，福井・茨城両県では絶滅危惧

種。隠岐全域に普通に見られる。しかし何故か，昔より

は少なくなっているような気がする。

県本土側でも稀ではなさそうであるが（［杉村］），山口

県は「三隅町、萩市の古い記録があるのみで現状不明

である」。京都府でも“絶滅寸前種”の指定。

コアマモ

諏訪湾・別府赤島（木村康信 1978）の記録が残ってい

る。最近の調査で（環境省自然環境局 2007），知夫古

海・五箇重栖湾での生育が確認された。

本土側では，中海・宍道湖周辺の産地が知られてい

る。　　《RL：24》

スゲアマモ

『隠岐のアマモ類につて（木村康信 1978）』に記録あ

り。最近の調査で（環境省自然環境局 2007）で，西ノ

島町宇賀と知夫村古海で確認された。

【南限】　ほとんど産地が知られていない。確実なものと
しては，北海道・青森・岩手・秋田・富山・石川・島根県
（隠岐）。

タチアマモ

『隠岐のアマモ類につて（木村康信 1978）』に記録あ

り。最近の調査で（環境省自然環境局 2007）で，蛸木

（都万）の松島で確認された。

〔指定〕　【西限】　島根県では隠岐のみ。岩手・千葉・神

奈川・石川県で絶滅危惧Ⅰ類，青森・宮城・静岡県で

情報不足。他の産地は不明。
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オモダカ目 ヒルムシロ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Potamogeton fryeri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 ヒルムシロ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ★

Potamogeton natans

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 ヒルムシロ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Potamogeton wrightii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オモダカ目 ヒルムシロ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 × ○ ★

Potamogeton pusillus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマノイモ目 キンコウカ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Narthecium asiaticum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

フトヒルムシロ

昔はあちこちで（但し島前）水面を埋め尽くしていたと

思うが，めっきり減ってしまった。現状確認をしているの

は，海士の溜池や小川（山地）で数ヶ所に過ぎない。

島後では唯一，東郷川の支流で見ているが不確実。

オヒルムシロの方が雑草的性格が強く，本種はより自然

度の高い場所を好むという。《RL：11》

キンコウカ

かつて布施と中村の山地で確認。現状確認しているの
は1ヶ所。当分の間は現状維持ができそうな環境であ
るが，個体数は激減して極少。盗掘により即絶滅する
危険がある。

〔指定〕　【西限】　分布は，北海道の一部と本州の三

重・滋賀以北の山地から亜高山。国立公園の指定植物

（1981年）には含まれていなかった。当時既に知ってい

たし，鉢で育てている人もいたのだが…。

イトモ

『しまねRDB』に「以前から隠岐（島後）の池沼での生
育が知られていたが、2003年に県東部丘陵部の沼で
も見つかっている（國井秀伸 2013）」。これ以外の情報
がない。

稀産種，特に西日本では稀。北海道と高知県を除き

《RL：45》！

ササバモ

2016年に男池の岸で発見。1ヶ所だけの生育で，そこ

は特別な環境が維持されているように思われる。樹木

の伐採等（日照が変化）環境条件の改変がなければ，

しばらくは安泰であろう。

過去の記録も情報もないことを考えると，他の場所には

ないと推測される。島根県本土側では宍道湖周辺等に

数ヶ所知られている。南方系のもので，隠岐の緯度より

北では極端に少なくなる。

オヒルムシロ

県下では津和野町と西郷町の記録がある（［杉村］）。

北のもので西南日本では非常に稀。ほとんど全ての県

で絶滅危惧種に指定されている。

湧水のあるような冷たい池や川を捜すべきだが，フトヒ
ルムシロとよく似ているので，沈水葉（線状）の採集が絶
対に必要。
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ヤマノイモ目 キンコウカ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Aletris spicata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマノイモ目 キンコウカ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Aletris luteoviridis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマノイモ目 ヤマノイモ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Dioscorea bulbifera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 シュロソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Helonias orientalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 シュロソウ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Chinographis japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ショウジョウバカマ

島後で3ヶ所の産地を知っていたが，1ヶ所では見えな

くなった。深山の自然度の高いやや湿った場所に生え

る。山草マニアの採取（度を過ぎた）が心配される。

〔指定〕　全国に分布しそんなに珍しいものではないが，

高い山のない隠岐では稀かつ貴重な存在である。

ニガカシュウ

浦郷（西ノ島）の集落近くに1カ所のみ。地元の真野信

茂氏の教示により2016年に確認。隠岐の初記録であ

り，ここが唯一の産地と思われる。人里に近いだけに

工事等による現状変更が心配される。

日吉神社参道に1群集があり，生育状態は良好。島根
県本土側でも稀で産地は限定される。分布は本州（関
東以西）となっているが，関東でもごく稀。隠岐の緯度
では貴重種である。

ノギラン

記録は［丸山］と『原色日本野外植物図譜』の分布図
の2つ。隠岐では話に聞いたこともない。捜すとすれば
陽当りのよい自然草地だが，そんな環境が隠岐にはあ
まりない。

本土側では普通種のようである。花がない根生葉の状

態ではショウジョウバカマに似ているという。

ソクシンラン

関東南部以西の分布であるが，秋田県（絶滅危惧Ⅰ

類）に隔離分布する。秋田県をを除けば，隠岐が北限

である。　【準北限】

島根県全体では稀なものではないが，隠岐の位置（緯
度）では貴重である。［岡部］・［丸山］にないのが不思
議。島後ではあまり見ないが，島前では稀というほどで
もない。

シライトソウ

海士ではやや普通に見かけるが（特に，金光寺山から
豊田・知々井にかけて），他の島では見た記憶がな
い。島後では最近撮影された写真を見たが，稀なもの
だと聞いている。

〔指定〕　本土側には広く分布しているようである。隠岐

だけが少ないのかどうかについては未チェック。
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ユリ目 シュロソウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Veratrum maackii var. maackioides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 サルトリイバラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ー ○ ◎

Smilax nipponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 ユリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ◎ ☆

Erythronium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 ユリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Lloydia triflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユリ目 ユリ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Trieyrtis affinis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマジノホトトギス

西ノ島の焼火山系に限り普通種。他の山や他の島で

全く見ないのは奇妙。見落とすようなものではないが，

過去の情報もない。

島根県唯一のホトトギス属。隠岐では貴重な存在。［文

献］は『日本の固有植物』の分布図，及び『日本草本植

物総検索誌』。

ホソバノアマナ

『しまねRDB』によると，西ノ島1と都万2の計3メッシュ。

西ノ島の産地はやや広く個体数もかなり。都万につい

ては場所の推定ができない。県のレッドリストにないの

が不可解だったが，2013改訂版で追加された。

〔指定〕　全国的な稀産種。中国地方の他県では岡山

に1960年の標本が1点残るのみ。近畿地方では，滋賀・

大阪・三重に記録があるが，いずれもレッドリスト種。

カタクリ

大津久（都万）のカタクリの里に残っている。現在の状
況は見ていないが，人の管理によって存続しているの
だろう。昔もう1ヶ所の産地を聞いていたが，場所を覚
えていない。

〔指定〕　島根県では特に少なく，RDBによると隠岐・出

雲・石見それぞれ1ヶ所の3メッシュ（10×10km）しかな

い。広島・岡山・鳥取では広く分布している。

タチシオデ

確実に同定したのは2016年，大満寺山の乳房杉沿の
林道（2株のみ）。翌年，高崎山（西ノ島）北壁で数株を
確認。これは40年昔，そうであろうと見当を付けていた
ものである。

夏緑林帯の自然度の高い場所のもののようである。本

土側の様子は不詳だが，隠岐では極めて稀で，個体

数・産地とも限られている。シオデ S. riparia によく似て

いるが，差異は明瞭で混同の余地はない。

ホソバシュロソウ

高崎山（西ノ島）の上部に個体数はかなり。ただ，現地

は植生遷移の影響（林内が暗くなる・ササの繁茂）を受

けやすく今後の推移が心配される。他に，島後の津戸

の入口付近もよい産地である。

【北限】　本州日本海側は京都まで，太平洋側は房総
半島まで分布する。他に，長野県にも記録があるが，生
育地は隠岐より南。島根県内では中国山地にも産する
が少ない。
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ユリ目 ユリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Amana edulis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ★

Cypripedium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ⅠB ○ ○ ○ ◎ ★

Platanthera iinumae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Platanthera ssp. mandarinorum var. oreades

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ⅠB ○ ○ ○ ◎ ☆

Amitostigma gracile

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クマガイソウ

現状確認しているのは西ノ島と島後布施地区の2ヶ所

のみ。過去には，島後と西ノ島の別の場所で確認して

いるし，他の確実な産地を聞いたこともある。盗掘され

ない限り，今も残っている可能性はある。

〔指定〕　《RL：45》　佐賀・沖縄の2県は自生が無いので

未指定。隠岐でも稀ではあるが，絶滅危惧という印象は

持っていなかった。見解を改める事にする。

アマナ

昔から話には聞いていたが（特に島後），現物を見たこ

とはなかった。やっと2016年になって，高崎山山麓で

群生地（200株以上）を発見。ここは人の行かない場所

なので残り得たようだ。

〔指定〕　人里や山地林縁に生える普通種とされるが，

隠岐に限らずどんどん減っているようだ 《RL：22》。海士

では深谷治氏が家督山（海士町，2006?，1株）で撮った

写真があるが，牧場化によって絶滅したようだ。

ヒナラン

西ノ島：2，島後：2ヶ所の産地を記憶している。隠岐で

は稀なものという印象があまりなかったが，最近はほと

んど見なくなった。島後では盗掘により群生地が全滅

した所もある。現状確認は焼火山麓で1株。

〔指定〕　《RL：28》　主たる分布域は，近畿以西の西日

本であるが，沖縄県を除く全域でレッドリスト登録。隠岐

より北には，石川・栃木・茨城に自生があるが，全県レッ

ドリスト種で，緯度も隠岐に近い。

ヤマサギソウ

豊田（海士）の山地にわずかに2-3株残るのみで絶滅

寸前状態にある。かつて，知々井岬や赤禿山にもかな

りあったが現在は消滅。

〔指定〕　県下の記録は，太田市の標本がただ1点（杉

村喜則 1984）。全国的にも稀産で　《RL：30》。

イイヌマムカゴ

布施の北谷に群生地があったが，現在は見えなくなっ

た。2014年に宮本秀永氏の案内で都万目で数株確認

したが，その後杉林伐採で消滅。他には，都万の大峯

山の記録がある（［杉村］ 1980）。

〔指定〕　全国的な稀産種として有名。隠岐に自生があ
る事は昔から知られていた。《RL：29》　近畿や中国地
方ではRDB未指定の県が多いのは，そもそも自生しな
いからである。
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クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ※

Gastrodia elata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ × ◎ ☆

Pogonia minor

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○

Lecanorchis hokurikuensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Gyrtosia septentrionalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ☆

Cephalanthera falcata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンラン

海士には生育地が多く，覚えているだけでも8ヶ所。人

家の裏山のような場所でも見る。島後では時張山や都

万地区で確認した。西ノ島の記憶はない。

〔指定〕　自生のない北海道と沖縄を除き　《RL：45》。全

国的に見ても隠岐は有数の産地と言えそうだ。

ツチアケビ

隠岐の記録は無いがよく知られている。島後の深山に

は広く見られ，ここ10年間で4-5回出会っている。島前

では高崎山にわずかに産し，最近も見た（2015）。

〔指定〕　西日本ではレッドリストに挙げている県は少な
い。一般に個体数が少ないのは寄生種のためであろ
う。

ホクリクムヨウラン

記録は，西ノ島町大山（1983.10.21）。本土側にも鹿島

の記録（［杉村］）がある。ムヨウランの記録（［岡部］）は

本種の可能性もある。島根県RDB未登載は不可解。

〔指定〕　《RL：17》　稀産なのは腐生ラン故であろう。

残っている可能性は十分あるが，見付けるのが難しい。

花期は6-7月，暗い照葉林内。

ヤマトキソウ

豊田（海士）の山地にわずか数本生き延びているが，

絶滅寸前。五箇にあったことは知られていて，今もその

噂はあるが確認できない。その後（2014），宮本秀永氏

に代（五箇）の群生地を教わり一安心。

〔指定〕　《RL：42》　『しまねRDB』では“情報不足”だっ

たが，最近再発見され“絶滅危惧Ⅱ類”に変更された。

オニノヤガラ

最近撮られた写真（宮本秀永氏）で現状確認。生育環

境の急変はないであろう。

〔指定〕　《RL：25》　腐生ランなので，元々出現は少な

いと思われる。島根県下でもごく稀。



29

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎

Cephalanthera erecta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ◎ ★

Cephalanthera erecta var. subaphylla

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎ ☆

Epipactis thunbergii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ × ◎ ★

Neottia makinoana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Neottia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒメフタバラン

島根県下では，那久・布施（［杉村］）と島後（［丸山］）

の記録があるのみの隠岐の貴重種。やっと2014年4月

になって，大満寺山系の1ヶ所で10数株を確認でき

た。生育状態は悪くないが登山路際である。

〔指定〕　《RL：26》　近畿・中国で未指定は，岡山・鳥

取・島根・山口であるが，岡山・山口には自生がない

（恐らく鳥取も）。島根県が未指定なのは不可解，単な

るウッカリミスであろう。

アオフタバラン

記録は唯一，「隠岐島後に多い」（［丸山］）があるの
み。他に，山野草好きの人から話に聞いた事はあっ
た。その後（2014.6.19） 大満寺山で発見（1ヶ所，20株
以上）。

〔指定〕　《RL：25》　中国5県の指定がないのは，自生し

ないからである（鳥取県：不詳）。近くでは，兵庫県：絶

滅危惧Ⅱ類，京都府：自生無し。

カキラン

現状確認は五箇の代と福浦，海士の知々井岬。知々

井岬が最も環境がよく個体数も多い。かつて小敷原山

にもあったが現状は不明である。その後都万でも自生

地を教わり確認できた。

〔指定〕　《RL：26》　本土側では，中国山地の広島県境

付近に数ヶ所の産地がある。

ユウシュンラン

隠岐の記録は，五箇・都万（［杉村］）のみだが，もっと

広く分布する。高崎山はチシマザサが繁茂して急激に

減ったが，依然としてよい産地。焼火山と都万でも現

状確認した。海士の松島は最も安心できる生育地。

〔指定〕　《RL：37》　県本土の平田市で発見されたのは
近年の事。近くでは，兵庫県から山口県までの全域で
絶滅危惧。

ギンラン

実際に見たのは，海士の松島と唯山，西の島の焼火

山，島後都万地区のみ。個体数は極少でどの産地も

1-3株程度だった。その後（2016），海士町中里地区の

人家近くの照葉林内，五箇床山の池でも確認。

〔指定〕　《RL：35》　県本土では，キンランより多いとい

う。隠岐の状況からは信じ難い。キンランとは生育場所・

個体数共大差がある。
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クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎

Goodyera biflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Goodyera schlechtendaliana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 ○ ★

Kuhlhasseltia nakaiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎ ☆

Tipularia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ※

Liparis nervosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハクウンラン

県内唯一の記録は，布施中谷の標本（［杉村］
1986）。個体数は少ないと思うが，再発見する事に大き
な意義がある。

普通種ではない。近畿・中国地方では，広島・京都・三
重で絶滅危惧Ⅰ類で他の府県には記録がない。
《RL：22》

ミヤマウズラ

低山地の照葉林内に幾らでもあったが，最近あまり見

なくなったような気がして取上げた。

〔指定〕　普通種である事に変りはないが，減少しつつ

あるんだろうか・・・？原因はよく分からない。

ベニシュスラン

島後では，広い範囲に分布し個体数もかなり多い。島

前は高崎山の一画にある。

〔指定〕　《RL：30》　園芸用の採取がなければ安泰に思

える。暖地系の種で，かつては関東以西のものとされて

いた。隠岐の緯度を考えると，少し多すぎるくらいだ。

コクラン

島後では時に話を聞く。西ノ島で井上雅仁氏が最近

確認した事を知った。唯一の［文献］は，『山口県植物

誌（岡国夫 1972）』での言及。

〔指定〕　《RL：13》　本土側では稀なものではないと言う

が，隠岐の緯度では他県でも稀産。

ヒトツボクロ

今まで3度しか出会ったことがない。いずれも○○山頂

付近。初めて見てから40年近く経つが，現在も健在で

あることに驚く。深山の林内なので環境は安定してい

る。ただし，個体数は極めて少ない。

〔指定〕　《RL：35》　古くより島根県では隠岐だけとされ

ていたが（前川文夫 1971，丸山巌 1982），本土側にも

あるようだ。ただ，産地等具体的な情報は不明。その後

（2014）島後の都万目地区でも確認できた。
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クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ☆

Liparis krameri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Liparis kumokiri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ○ ○

Oberonia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ○ ★

Calanthe nipponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ⅠB ○ ○ ○ ※ ★

Calanthe striata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キエビネ

話には聞いているが実際に見た事はない。かつて木
村康信氏は西ノ島で採集，五箇（［杉村］）の記録もあ
る。島後には現在も生育しているそうである（宮本秀永
氏談）。

〔指定〕　【北限】　西日本に分布する種であるが，自生

地のすべての県でレッドリスト登載。他には，福井・静岡

2県の記録がある（絶滅危惧Ⅰ類）。　《RL：23》

キンセイラン

稀産種として有名。隠岐に自生する事は昔から知られ

ていた。しかし，生育地は限定されており（1ヶ所？），

個体数も少ないだろう。場所はあえて非公開。

〔指定〕　《RL：28》　西日本で自生があるのは以下の県

に限る。（近畿）三重：絶滅，（中国）鳥取・岡山・島根：

Ⅰ類，広島：Ⅱ類，（四国）愛媛・徳島・高知：Ⅰ類，（九

州）宮崎：絶滅，熊本：絶滅？。

ヨウラクラン

島後のある場所で昔見ている。その他にも1ヶ所の産
地を聞いた。現在も残っているらしい。消滅する理由
が考えにくい。人の行かない安定した環境で高木に着
生していたので。

〔指定〕　《RL：33》　中国・近畿の未指定県は岡山・山

口だが，そもそも両県には自生がない。

クモキリソウ

かつて中村川中流近くの岩場で一度見た事があるだ

けだったが，最近都万目地区で2株を確認（宮本秀永

氏の案内）。他には，知夫（島津島）での写真（木村康

信氏撮影）を見た事があるのみ。

〔指定〕　ラン類の中では普通種であるが，隠岐では出

会う機会がほとんどなく，記録も残っていない。県本土

側では稀ではない。その後（2015年），津井地区林内の

湿地で群生を見た。

ジガバチソウ

西ノ島の○○で昔確認していたが現在も健在である
（10数株）。最近（2014）島後でも現状確認できたという
確実な情報がある。布施の記録が残っている（［杉
村］）。

〔指定〕　《RL：29》　県本土では，石見西部広島県境付

近に産地がある（『しまねRDB』)。
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クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ 準 ○ ○ ○ ◎

Calanthe discolor

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Calanthe puberula var. reflexa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ Ⅱ ○ ◎

Cremastra unguiculata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ◎ ☆

Cymbidium macrorhizon

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ★

Dactylostalix ringens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

エビネ

過去40年間で，海士で3，西ノ島で1ヶ所しか出会って
いない。もちろん島後にもあるが，実際に目にしたのは
最近（宮本秀永氏の案内）。それくらい隠岐では稀で
ある。

〔指定〕　《RL：46》　指定していない沖縄には自生が無
い。隠岐はナツエビネとの多寡が本土側と逆転してい
る。

イチヨウラン

島根県の記録は『隠岐雑俎』のみ，本文でその重要性
が強調されている。寒地系の種で西日本では極めて
稀であるが，他の中国地方5県には一応記録がある
（絶滅危惧）。

《RL：31》　岡部武夫氏の顕彰のために是非再発見した

い。

マヤラン

以前，焼火山で採集直後の生品を同定。最近の確認

は（島後，2013）宮本秀永氏の案内による。他にも目撃

情報はある。

〔指定〕　《RL：29》　県下で，都万・美保関・平田の記録

（［杉村］）がある。腐生ランなので盗掘は無意味。

トケンラン

昔は1ヶ所でしか確認できず超稀産と思っていた。現
に［岡部］・［丸山］の記録もない。ところが，ここ10数年
で4ヶ所の産地を発見，個体数も多い。以前より増えて
いるように思う。

〔指定〕　《RL：27》　中国と近畿地方では，自生のない

奈良・大阪・和歌山・三重を除き，全域で絶滅危惧。

ナツエビネ

全国的に少なく　《RL：42》，残りの北海道・茨城・埼
玉・大阪・沖縄は自生が無い。隠岐に多いのは注目に
値する。

〔指定〕　隠岐では普通種で絶滅危惧という気がしな

い。但し，島前は西ノ島のみ。
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クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎

Dendrobium moniliforme

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ × ○ ☆

Bulbophyllum drymoglossum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ ○ × ○ ○

Bulbophyllum inconspicuum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ × ○

Taeniophyllum glandulosum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Neofinetia falcata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クモラン

過去の記録は確実であるし，樹幹の着生ランなので今
も残っている可能性はある。しかし，まだ発見できない
でいる。

〔指定〕　《RL：25》　小さなものなので発見が難しそう。

『しまねRDB』の分布図は，東部に3メッシュ。『隠岐雑

俎』にある産地は，原田・元屋。

主に太平洋側に分布するという。

ムギラン

昔，五箇の人が栽培していたもので同定した事がある

だけ。古い記録であるが（1949），葛尾・小敷原・中条・

中村の産地が挙っている（［岡部］）。

〔指定〕　《RL：37》　分布域はマメヅタランとほとんど同

一で，北限は宮城県（絶滅危惧Ⅰ類）。

マメヅタラン

35年前木村康信氏の案内で，高崎山の断崖を上から

覗いた。肉眼で見たのはこの1回だけ。危険なので手

に取って同定はしていない。焼火神社神殿の大岩に

あるものは現在も健在（2018 双眼鏡で粘った）。

〔指定〕　《RL：32》　分布は関東以西とされているが，北

限は福島県（絶滅危惧Ⅰ類）。陽当りのよい露岩地（断

崖絶壁）のものは，簡単には絶滅しないだろう。

セッコク

現状確認は焼火山，都万壇鏡の滝。高崎山にも産地
があった。島後では，高木に付いているのを時々見か
ける。

〔指定〕　《RL：37》　よく霧のかかるような場所で，露岩

や大木をを捜すこと。個体数は少ないが，すぐに絶滅

するようなものではない。

フウラン

島前では，焼火山・高崎山（西ノ島）と松島（海士）で見

ている（全て岩上の着生）。島後で見たことはないが，

隠岐では昔からよく知られているランの一つ。園芸目

的の採取が大問題。

〔指定〕　《RL：30》　隠岐は【北限】自生地である。似た

位置に茨城県（絶滅危惧Ⅱ類）の産地があるが，隠岐よ

りはっきり南。
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クサスギカズラ目 ラン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ × ○

Thrixspermum japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ○ ○ ○ ★

Gastrochilus matsuran

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ラン科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ⅠB ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Sedirea japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 アヤメ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 △ × ◎ ★

Iris laevigata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 アヤメ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Iris setosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒオウギアヤメ

布施卯敷海岸に1ヶ所，数十株。すぐそばに宿泊施設

がありながら，破壊を免れるという幸運に恵まれた。

2014年，集落から遠く離れた海岸で第2の産地が発見

され，自生が確定的となった。

〔指定〕　分布は本州中部地方以北で，中部とは長野県

と岐阜県北部の山岳地帯である。隠岐は【南限】と考え

てよい。野津大氏が10年ほど前に発見。当然ながら，地

元の人達は昔から知っていたという。

カキツバタ

五箇の“床山の池”に僅かに残るものを自生と判断す

る。かつて，近くの古い池でも自生状のものを確認して

いるが，溜池改修工事で消滅した。唯一の記録である

［岡部］には「栽培」となっている。

本州でレッドリスト未登載は，島根・和歌山・三重・山梨
の4県のみ。この中で三重・山梨はそもそも自生記録が
ない。［杉村］では「稀に分布（野生化？）：大田・八雲」
となっている。

ナゴラン

昔より大幅に減ったと言われ事実その通りであろうが，

まだ生育状況はそれほど悲観的ではない。現状確認

を5ヶ所でしているし，他にも場所を聞いている。隠岐

は日本（世界）有数の産地である。　【北限】

〔指定〕　《RL：15》　古い記録・絶滅・現状不明を含め，

分布は16の都府県（東京は伊豆七島）。主要分布地の

九州・四国で既に絶滅寸前。沖縄県でも1離島に残っ

ているだけ。紀伊半島では2ヶ所のみの確認。

マツラン

島後の2ヶ所でマツの木に着生しているのを見ている。

個体数も少なくなかった。しかし，その後の松枯れで今

は無い。モミとウラジロガシの古木で捜す事にしよう。

必ず残っているはずである。

〔指定〕　本州の日本海側（隠岐を除く）には無いことに

なっていたが，島根半島（平田市）と鳥取県にそれぞれ

1ヶ所ずつ知られる。鳥取県はＲＤＢの改訂版で登載，

最近の発見のようだ。

カヤラン

樹上の着生ランなので諦める事はない。捜す価値はあ

る。

〔指定〕　《RL：30》　『しまねRDB』の分布図は，東部に2
メッシュ。
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クサスギカズラ目 アヤメ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Romulea rosea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ススノキ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ◎ ★

Hemerocallis dumortieri var. esculenta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ヒガンバナ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎

Allium pseudojaponicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ヒガンバナ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ◎ ☆

Allium schoenoprasum var. orientale

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 ヒガンバナ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

◎ ☆

Lycoris sanguinea var. kiushiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ゼンテイカ

以前から知っていたのは中村元屋の産地でわずか数

株。最近になって大群生地（400株）を発見した。断崖

の中腹なので採取不能だし，環境も安定している。

〔指定〕　【西限】　本州の主たる分布域は中部地方以北

であるが，滋賀・京都の一部にも産地がある。隠岐は寒

冷期の遺存分布。

アフリカヒメアヤメ

最近少し知られて来た“帰化種”の新顔。まだ数ヶ所で

しか発見されていない。原産地は南アフリカのケープ

地方で，オーストラリアには古くから帰化。ヨーロッパの

一部やアメリカ西海岸にも広がっている。

菱浦の牧草地の一部に群生する。何故海士町なのか，

日本で数ヶ所だけなのか？最近また愛知県の公園で

見付かったようだが，本種が日本で初めて見いだされた

（1981年）三重県鈴鹿市に近い。

オオキツネノカミソリ

全部キツネノカミソリと思い込んでいたので調査不足で

あるが，今のところ（2016年）知夫村の赤禿山でしか確

認していない。しかも，多数の牛が歩き回っている牧場

なので何時どうなるか判らない。

ここ数十年生育状態の変化がないように思われるが，

毒があって牛が食べないせいかもしれない。隠岐はほ

ぼ【北限】で，中国地方でも多いものではない。島根県

の記録はなかったが，近年益田市で発見された。

シロウマアサツキ

中部地方以北の高山に生育。実質的には長野県以北
だが，長野県で既に絶滅危惧Ⅰ類。隠岐に普通にあ
ることのとてつもなさが分る。島根半島の一部にも自生
があるようである。

〔指定〕　隠岐全島の海岸岩場の草地に広がる。何処に

でもあるという訳ではないが，自生地では個体数も多く

生育旺盛。西日本でも稀に，点的な生育が報告される

ことはある。例えば，京都府・兵庫県・対馬。

タマムラサキ

文献はただ一つ。堀田満博士の論文（1998）に出て来

る次の一文。「九州本島だけでなく，隠岐や四国，さら

に本州南部の海岸地域にまで分布している」

知々井岬・金光寺山（海士）と耳々浦（西ノ島）で確認。

ヤマラッキョウ A. thuｎbergii は葉の断面が三角形状で

“中空”であるが，本種の葉は平たく“中実”。但し，時に

はどちらともつかない個体も混生する。
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クサスギカズラ目 クサスギカズラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ○ ◎ ★

Hosta sieboldiana var. glabra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 クサスギカズラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ◎ ☆

Asparagus rigidulus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 クサスギカズラ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ★

Polygonatum humile

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 クサスギカズラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ★

Polygonatum odoratum var. thunbergii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサスギカズラ目 クサスギカズラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ － ○

Polygonatum falcatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナルコユリ

以前から捜しているが未だ見た事がない。普通にある

のは全てオオナルコユリ P. macranthum。隠岐でオオ

ナルコユリに気付かないはずはないので，［岡部］・［丸

山］のナルコユリは誤認であろう。

分布を考えると自生があって当然なのだが…。隠岐に

ナルコユリがない，或いは極端に少ないという事であれ

ば，十分注目に値する。

ヤマアマドコロ

県下の記録は，都万村都万の標本（杉村喜則 1983）

があるのみ。『日本の固有植物』（2011）の分布図に隠

岐がプロットされている（西限）。隠岐にある可能性は

あるが，厳密な同定が必要である。

分布は「本州（日本海沿岸部～長野県），四国（愛媛

県），九州（壱岐）」とされるが（田村実, 2015），日本海

側は京都府以東のようである。一部にオオアマドコロ

（東北地方以北の産）の情報もあるが論外。

ヒメイズイ

これはもう伝説に近い。地元の情報も皆無。時々図鑑

類に隠岐が現れるので，どこかに古い標本が残ってい

るのであろう（京大？）。

北のもので分布は，北海道・本州（滋賀県伊吹山以

北）。図鑑の記述では“九州”も含まれるが，北九州のご

く一部（英彦山？）のことに過ぎない。

オオバスギカズラ

能登半島から山口県までの日本海沿岸に分布する

（長崎県対馬にも）。現行の図鑑類には出て来ない忘

れられた種であるが，地元の人達はきちんと認識して

おり，各地の植物誌にも記載がある。

キジカクシ A. schoberioides のシノニムとされているよう

であるが，韓国の学者による最近の研究（DNA分析，

2012）では，キジカクシとは明瞭な別分類群。環境・草

姿の似ているクサスギカズラと混同し易い。

ナメルギボウシ

オオバギボウシの変種。隠岐以外の産地は，長野県

（戸隠山・岩菅山・白馬岳・八方尾根）。富山県（猫又

山）と新潟県（焼山）にもあるが長野県との県境付近。

いずれも2,000m級の高山。

極端な隔離分布種。タイプ標本は布施村南谷産で野
津大氏採集（1975）。島後には非常に多い。島前では
高崎山でやや普通，海士にもわずかにある（豊田）。知
夫は未確認。
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イネ目 ガマ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ◎ ★

Sparganium erectum var. coreanum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 ガマ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ◎ ★

Sparganium fallax

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 ガマ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ × ○ ★

Sparganium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 ガマ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Typha orientalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 ホシクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Eriocaulon cinereum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ホシクサ

2009年に男池で初めて採集，その後他では見ていな
い。［杉村］には「稀に分布：瑞穂」とあるのみ！ただ
し，標本目録には五箇村と伯太町の2ヶ所が出てい
る。

地方のＲＤＢ指定状況を調べて驚いた。 《RL:21》

コガマ

隠岐では唯一，中里（海士）の用水路内によい群生地
があったが，川掃除でブルドーザーが剥ぎ取って消滅
（2013年）。その後，福井（海士）の水田で小集団（5m
×1m）を発見。

西日本では稀なもので，石川県以西の13府県でレッドリ

ストに登載。島根県でもごく稀。限られた数ヶ所でしか

確認されていない。

ナガエミクリ

五箇山田の溜池で確認（1984.10.7）。現在は改修され

て影も形もない。その後，他では見たことがない。残っ

ているとすれば油井の池か？

［杉村］には隠岐の確認記録がない。山田（五箇）で同

時にミクリも採集しているが，同定が古すぎ標本もない

ので確信は持てない。　《RL：40》

ヤマトミクリ

油井の池に大量にあってとても絶滅などしそうになく見

える。ただ，乾燥化による植生の変化はあり得る。他に

は1ヶ所，上西（西郷）の山中で現状確認した。

〔指定〕　［杉村］に，西郷町今津（1994年）の標本がある

が，これは残っている可能性がゼロではない。　《RL：

42》

ミクリ

油井の池でわずか2株を採集（2011年）。もちろんもっ
とあるだろうが，ヤマトミクリに比べ極端に少ない。その
後（2014年），銚子川にかなりの量が生育していること
に気付いた。

〔指定〕　原田の河川敷のものは，定期的に川底を剥ぎ
取る “川掃除” が心配である。［杉村］に，都万村津戸
（1994年）の標本が出ている。場所は何処なんだろう。
《RL：41》
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イネ目 ホシクサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Eriocaulon taquetti

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 ホシクサ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Eriocaulon alpestre var. robstius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イグサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Juncus bufonius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Juncus alatus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Carex kobomugi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒメコウガイゼキショウ

 分布は全国的であるが，元々そんなに多いものでは

ない 《RL：13》。［岡部］には島後の記録があるが，初

めて出会ったのはやっと2011年。福井（海士）と卯敷

（布施）の海岸のものは自生と思われる。

最近になって，人家の庭・グラウンド・道路沿の水田など

で群生を見ることがあるが，これは新たに帰化したもの

である（部分帰化）。本来の自生種は絶滅危惧状態。

ヒロハノイヌノヒゲ

ホシクサ属の中では最も普通種のようであるが，どんど

ん少なくなっている。水田の乾燥化や休耕に拠って，

環境自体がなくなって来た。

島後ではまだ数ヶ所で見られるが，長くは持たないだろ

うという不安がある。2016年西ノ島町（美田）で発見して

驚いた。何故か島前では初めてのように思う。

ニッポンイヌノヒゲ

男池の水田付近で昔見たことがあった。現在も一応健

在で，平地区（2011）・今津地区（2016）の水田で確認

している。但し個体数はごく少ない。

県下の状況はよく分らないが，隠岐ではごく珍しく過去

の記録もない。近縁のヒロハノイヌノヒゲ E. alpestre var.

robustius の方が多く見られる。

コウボウムギ

中村・布施の海岸，西の島の外浜，知夫の島津島で

現状確認。生育地が限られ個体数も少ない。人為的

な攪乱も受けやすい。

海岸の砂浜にしか生えないので，“砂浜”と運命共同

体。自然状態の砂浜自体がほぼ絶滅した。

ハナビゼキショウ

奇妙に西ノ島町でしか見たことがない。大山・耳々浦・

美田ダム奥溜池。県下に［丸山］の記録はあるが，［杉

村］の目録には洩れていて，標本目録のみに美保関

町の1点が出て来る。

京都府RDBでは準絶滅危惧，「最近急速に減った」とし

ている。隠岐でも一面に広がって多いのはコウガイゼキ

ショウで，本種は個体数が極めて少ない。
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イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○

Carex arenicola

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎ ☆

Carex planata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Carex teinogyna

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Carex brunnea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Carex heterolepis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマアゼスゲ

銚子川の八幡神社付近，水に浸かって生えている。群

落は数10mにわたり個体数は少なくない。その後八尾

川の両岸でも確認出来た。ただしこの辺りだけのよう

で，過去の記録は全くない。

島根県の記録も，［杉村］に「稀に分布：浜田」とあるの

みだったが，岡本香氏の報告（1971）には多くの産地が

挙がっている（隠岐以外）。

コゴメスゲ

2014年に海士（東）で確認。宅地の植木の下に数株。
道路際なので現状の改変が危惧される。たまたま1ヶ
所だけの遺存なのか，他の場所にもあるのか？が興味
深い。

【北限】　島根県初記録。南方系の種で，日本海側は山

口県（稀），太平洋側は房総半島まで分布する。スゲ属

としては例外的に人里の環境にも現れる。

フサナキリスゲ

【北限】　島根県では普通のようだが，隠岐の緯度に意

味がある。分布は近畿以西。しかも，『デッドデータブッ

ク近畿』で準絶滅危惧種。

島後の渓流内の岩上で広く見られる。目立たないがそう
稀ではない。数少ない“渓流植物”の一つとしても重要
である。

タカネマスクサ

2014年に有木川沿で1株を確認。その株は2016年の

調査では消滅，別の場所で僅かに2株を見付けた。

［杉村］は，大満寺山（1978）・高尾暖地林（1990）。

外観はマスクサにやや似るが，“節”が異なる。 県下で

も稀だが，島根半島にはある。

クロカワズスゲ

岡本香（1971）が唯一の記録。「西郷町塩浜,布施村」
とあるので，塩浜に行ってみたが絶望。ここにはもうあり
得ない。

砂質の湿地を好むという。県下でもそう多くはない。島

根半島の七類・北浦の記録がある。
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イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎ ★

Carex lenta var. sendaica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○

Carex thunbergii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Carex phacota var. phacota

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Carex maximowiczii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○

Carex incisa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

センダイスゲ

島根県では国賀（西ノ島）の記録しかない。牧草地内

にかなりの量が残っている。高崎山登山路にもわずか

に見られるが，照葉林内に2ヶ所のみで計数株。

全国的にも超稀産 《RL：21》。島根県がレッドリストに含

めないのは不可解。国賀の産地は牛馬が踏み荒してい

てかなり危険。

カワラスゲ

知らないものだが普通種。隠岐の記録も5ヶ所にある。

国分寺・大満寺・上那久・壇鏡…。

山道のやや湿った路上，人の踏むような場所によくある

という。つまり雑草的。

ゴウソ

昔，男池（西郷）付近で1株見ただけ。その後はずっと

出会わなかったが，2016年に平（西郷）の渓流沿で数

株を再発見。絶滅ではなかったが，過去に7ヶ所の記

録があることを考えると減少が激しい。

記録上はずっと稀なはずの，ヒメゴウソはあちこちで見

ている。本種は絶滅したと決めていたが，残っていること

に驚いた。他にもあるにかどうか…？

ホナガヒメゴウソ

2011年に床山の池（五箇）で発見。水際に数株。他で

見たことはなく，島根県の記録もない。

普通の図鑑には載っておらず，余り知られていない種。

知らないから記録がないという可能性もある。

アゼスゲ

普通種であるが全く知らない。気付かないのが不思

議。湿地に生え株は作らない。『島根県スゲ属植物』

（岡本香 1971）には多くの産地が挙っている。隠岐で

は，五箇・西郷・都万・知夫・浦郷。

星野卓二博士からの私信（2006）にも出ていた。というこ

とは，今も必ずある。
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イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ◎ ★

Carex matsumurae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Carex wahuensis var. bongardii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Carex insaniae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎ ★

Carex morrowii var. morrowii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Carex morrowii var. temnolepis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

カンスゲ

2007年に五箇郡川の支流で1株発見（同定は確実）。
現在（2013年）はウラジロが覆って所在不明。［杉村］
には，「稀に分布：仁多」とあるのみで，超稀産というこ
とになる。

分布は，「本州（福島県～近畿地方の太平洋側，中国

地方），四国，九州」となっている。

［文献］に「隠岐郡, 長田 樹, May 20, 2011」があり！

ヒロバスゲ

分布は，北海道・本州（中部以北の主に日本海側）とさ
れるが，鳥取県・山口県・大分県でもわずかに確認さ
れている。3県ともレッドリスト登載。島根県本土では知
られていない。

兵庫・京都・滋賀県でも記録はあるが，隠岐（島後）には

“大量”にある点が特異。分布は広く個体数も極めて多

い。

ヒゲスゲ

【準北限】　隠岐以外の島根県の記録は見ていない。

日本海側の分布は，隠岐から能登半島へ跳ぶ。隠岐

の有人島でもわずかに見たことがあるが，通常無人島

（大森島・大波加島等）に群生する。

北限自生地は能登半島先端の一部。ひどい隔離分布

で，石川県の絶滅危惧種に指定されている。太平洋側

は千葉県房総半島以南。

キノクニスゲ

知夫の大波加島，照葉林内に30株ほど確認。無人島

のスゲで，人手が入るとひとたまりもない。杉村先生の

発見，島根県ではここだけ。無人島（或は人の近づか

ない岬）に局在する変ったスゲ。

【準北限】　近くでは，京都府（冠島・沓島），福井県（雄

島）。いずれも大波加島と同規模の無人島。大森島の

林内，オオミズナギドリの巣の周辺にあるのも本種の可

能性がある。ヒゲスゲは暗い環境には生えないので。

ホソバカンスゲ

［杉村］には，隠岐の横尾山と本土4地点の採集記録

がある。［文献］は，西郷町（井波一雄 1986）の標本。

しかしどうであろうか？分布は「北陸から兵庫県までの

日本海側」とされている。

岡本香氏（1971）の記録は，岡国夫氏の報告（1968）を

引用したものだが，原論文を読むとオクノカンスゲの誤

認と推測される。隠岐のオクノカンスゲはスゲ学者が首

を傾げるほど葉が細い。
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イネ目 カヤツリグサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Carex foliosissima

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Carex multifolia var. pallidisquama

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎ ☆

Carex daisenensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ★

Carex fibrillosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ★

Carex fibrillosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハマアオスゲ

中村海岸の黒松林に群生がある。この場所でしか確
認していない。島根県に限らず過去の記録は多いが，
全て（或はほとんど全て）がイソアオスゲ C. meridiana
の誤認である。

イソアオスゲは長い間ハマアオスゲと同一視され忘れら

れていた。結果，真の分布状況がまだ不明。県内の海

岸に普通にあるのはイソアオスゲである。信頼できる［文

献｝では，県下の標本は益田市と隠岐（2006）のみ。

ベニイトスゲ

西ノ島の高崎山登山路。1ヶ所だけでしかも2-3株，稀

産種センダイスゲと並んでいた。両種とも弱々しく消滅

が必至。ところがその後，山麓の仁具川上流で群生地

を発見（2014.4.12）。ここは安定した良い環境。

〔指定〕　【北限】　県下石見部の記録もあるが，中国地

方は山陽側が中心。分布は「近畿以西・四国・九州」と

なっているが，印象としては瀬戸内海を囲む地域で，広

くはない。近畿は紀伊半島，九州は北部。

ダイセンスゲ

隠岐での初記録は「H. Ikeda & N. Yamamoto, Apr.

29, 2007」である。奇しくも同7年5/15，五箇郡川の支

流で筆者も数株を確認した。しかし，その場所は現在

ウラジロに覆われ絶滅寸前の状態にある。

〔指定〕　【北限】　分布範囲は狭く，福井県から福岡県

（南限）までの主として日本海側。岡山県と福岡県では

絶滅危惧種に指定されている。

アオミヤマカンスゲ

大満寺山上部の1ヶ所で4株確認（2013年）。林道の作

業同沿い。まだ気付いたばかりで，分布状況はよく分

らない。【北限】の可能性がある。

世に知られるようになったのは最近のこと。島根県の記

録はないが，この種を知らずミヤマカンスゲと混同して

いる可能性もある。分布は主に瀬戸内海を囲む地域。

オクノカンスゲ

長い間同定に確信が持てなかった。隠岐のオクノカン
スゲは葉の幅が狭い。その点が注目される。ごく普通
にあって（島前では未確認），山地では最も目に付くス
ゲ。

星野卓二博士からの私信によると，「ホソバカンスゲとの

中間型で典型的なものではない」。染色体の観察もされ

たそうである。
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イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○

Carex nervata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Carex humilis var. nana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎

Carex maculata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎

Carex olivacea ssp. confertiflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Carex persistens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ホソバヒカゲスゲ

高崎山（西ノ島）の海抜400m付近の岩場。生育状態は

良いがそれほど広範囲ではない。島後では都万の高

田山でごく少量確認した（2016）。西日本では稀産種

で貴重。隠岐の過去の記録は全くない。

［杉村］に「赤来・島根・松江」の標本が出ている。［文

献］の分布図では大田市の1点のみ。鳥取県でもごく

稀。普通種ヒカゲスゲ C. lanceolata の変種ではなく，

母種は国内に産しない。

シバスゲ

未だ知らないスゲ。［杉村］によると県下ではごく稀であ

るが，岡本香氏の報告（1971）ではそうでもない。隠岐

では赤禿山と国賀の記録がある。しかし，牧場のただ

中。残っている可能性は薄い。

草原に生える小さなスゲで見付けにくそう。自然のシバ

草原を丁寧に捜すことにする。集落の周辺でも可能性

がある。

キンキカサスゲ

知夫（郡地区）の水田で昔採集，長く栽培していた。現

地は埋立で消滅している。2014年八尾川（原田～雨

来）で再発見（2ヶ所）。もはやここが唯一の産地かもし

れないが個体数は多くない。

【北限】　本州の近畿以西の分布。カサスゲ C.

dispalata は普通に見かけるが，こちらはごく稀。近石

（杉村喜則 1983）・東郷（岡本香 1971）・原田（岡国夫

1967）の記録が残っている。

ミヤマシラスゲ

隠岐では唯一，海士町中里（岡国夫 1967.5.3）の標本

があるのみ。同一場所かもしれないが，中里に非常に

良い生育地がある。海士では他に高石漁港の入口付

近にも小群落がある。他の島では未確認。

島根県の記録はあるが稀。匹見峡・赤名湿原・吉田村と

あまり普通の場所ではない。環境は「山奥の湿地」という

印象を受ける。

タチスゲ

島後で3地点，西ノ島・海士でもそれぞれ1地点で現状
確認。かつては広く分布していたと思われるが，湿地
生の種で環境そのものが減少している。個体数も多く
ない。

県下全域に記録があるが（岡本香 1971），［杉村］には

未掲載で標本もない。［丸山］は島根半島のみに○印。
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イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Carex scabrifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ◎ ☆

Cladium jamaicense ssp. chinense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ◎ ☆

Rhynchospora rugosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Eleocharis wichurae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ × ◎ ★

Eleocharis tetraquetra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マシカクイ

西ノ島の大山ダム付近で発見（2006），続いて油井の

休耕田（2012），津井の山中・焼火山南麓海岸（2015）

でも確認。しまねRDBによると，県下の確実な産地は

益田市（蟠竜湖）のみのようである。

〔指定〕　【北限】　ごく最近まで図鑑の分布記載は「本

州（滋賀県，中国地方）・四国・九州」となっていた。その

後，三重県～茨城県の太平洋側でも生育が明らかに

なったが，軒並レッドリスト種に指定。

シカクイ

2008年になって西郷平地区の水田で初確認（2株）。

2013年の再確認後見えなくなっていたが，2017年に末

路川沿（都万）の廃田で小群落を発見。隠岐では他に

加茂（杉村喜則 1989）の標本が残っている。

近縁県を含め県下では普通種のようである。ただし，湿

地の環境は急速に悪化が進んでいる。 “今現在”はどう

なのか？そして今後は…。重栖川河口（村田源 1986）

という記録も出て来たが，今や昔の話と言える。

イヌノハナヒゲ

男池（西郷）の水田で見ていたが（1980年代）その後消

息不明。2015年に男池内で再発見（2株）。県下でも非

常に稀で，記録がほとんどない。ただし，山口・広島・

岡山の3県では稀ではないという。

分布は「本州（静岡県以西）・四国・九州～インド」とされ

ているが，石川・富山・栃木・茨城までの記録がある。し

かしこれらの県も隠岐同様わずかに“遺存”という状況

で貴重である事に変りはない。 《RL：12》

ヒトモトススキ

西郷の男池と女池ではものすごい勢いだが，他は小さ

な群落。五箇（重栖湾）・西ノ島（大山）・海士（知々井

岬）で確認している。加茂（西郷）の標本も残っている。

海岸の湿地に生える大型の植物。島根県では石見部
で産地が増える。隠岐より北の産地は少なく，能登半
島・佐渡（1ヶ所で10株）・茨城県ひたちなか市，に限ら
れる。

シオクグ

海辺で真水が混じる場所に生える。隠岐でもかなりの

産地が知られていたが…。現状確認ができている場所

は以下。西郷（東郷），五箇（重栖湾），海士（知々井

岬），知夫（島津島）。

いわゆる汽水域の植物。そういう環境自体が今や絶滅
危惧。《RL:16》　近くでは鳥取県・広島県・京都府（絶
滅）。
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イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Eleocharis congesta f. dolichochaeta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎ ☆

Eleocharis attenuata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Eleocharis kamtschatica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ×

Eleocharis mamillata var. cyclocarpa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ◎ ★

Eleocharis equisetiformis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

スジヌマハリイ

油井の池と今津の飛行場付近の沼（2ヶ所）で現状確

認。それぞれ量は少なく，何時どうなるか分らない。

［杉村］には，津戸（都万村 1994）の標本もある。

〔指定〕　全国的な超稀産種。近畿・中国の記録は皆
無。《RL:17》 で生育しているのにRDB未登載は熊本県
のみ！

オオヌマハリイ

［丸山］に，隠岐と島根半島の記録がある。［杉村］は

「稀に分布：赤来」とあるのみ。スジヌマハリイと間違え

やすい。［丸山］にスジヌマハリイが無いのが気になる。

スジヌマハリイの誤認か？

『日本草本植物総検索誌（杉本順一 1979）』に，産地と
して隠岐が出て来るがスジヌマハリイの記録は無く，か
なり怪しい。

ヒメハリイ

品種クロハリイ f. reducta を津井の男池の一角で発見

（2016.6.2)，島根県初と思われたが，三瓶自然館に

“五箇村重栖”産の標本があった（杉村喜則，1986）。

しかし，［杉村］には記録されていない。

続いて，重栖湾の埋立地で母種ヒメハリイ（刺針状花被

片が発達）も確認，クロハリイも混生して群生状態であ

る。北海道を除けば全国的な希産種で，特に西日本の

産地は数ヶ所で個体数も極少。

セイタカハリイ

2008年に都万の“ろんざの池”で採集。隠岐初かと

思ったら［杉村］に，美田貯水池（西ノ島 1991）の標本

が出ていた。県本土側の標本も数点ある。2015年に，

ろんざの池と美田貯水池で現状確認ができた。

因みに，山口・広島（無し），岡山（稀）。『レッドデータ

ブック近畿』の指定種でもある。全国の17都府県でレッ

ドリストに登録。

オオハリイ

今津（西郷）の休耕田にかなりある。乾燥やガマ・ヨシ

など大型草本の進出が危惧される。島根県の記録は

無く岡山県でごく稀。それ以外に中国・近畿地方の記

録は見付からない。母種は日本に産しない。

【北限】　余り認識されていないようで，情報がほとんど
無い。岡山県以外で生育を確認できたのは，沖縄・神
奈川・千葉・茨城の4県。ハリイ var. congesta と区別し
ない人もいる。
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イネ目 カヤツリグサ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Fimbristylis subbispicata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ☆

Fimbristylis squarrosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Schoenoplectus lineolatus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Bolboschoenus koshevnikovii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Bolboschoenus fluviatilis ssp. yagara

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒメホタルイ

男池（西郷）内の浅瀬で2006年に採集。1ヶ所にほん

の少しだけで，如何にも稀産種という印象だった。［杉

村］にある隠岐の標本は同一地点のものである。

県下では数ヶ所の標本があるが，そう多くはないようで
ある。湿地生でしばしば抽水状体で見られる。　《RL：
15》

アゼテンツキ

2017年，五箇大峯山の溜池に突然群落が出現した。

折からの旱魃で湖底が干上がったためと思われる。他

では見たことがなく近年の情報もないので，生育地は

ここに限られる可能性が高い。

分布の中心は東日本で西日本では稀とされる。『レッド

データブック近畿 ２００１』で区分A。中国地方各県でも

非常に少ない。島根・鳥取両県では，それぞれ数点の

標本が残っている。

ヤマイ

普通種の筈であるが隠岐では稀。今まで4ヶ所でしか

見たことがない。海士の知々井岬（絶滅）・卯敷海岸

（布施）・上那久（都万）・津戸（都万）。

［丸山］は三瓶山，［杉村］は加茂（西郷）。陽当りがよく

自然度の高い湿地で稀に見られる。

ウキヤガラ

海士の豊田～宇受賀の海岸に3ヶ所あったが，今は

1ヶ所にほんの一握り残る。島後では，最近になって，

油井の池と西田（西郷）の海の中で少量確認。

コウキヤガラよりも分布が広くより普通のはずだが，隠岐

ではそうでもない。内陸部にも生育するが，隠岐では海

岸付近でしか見ていない。

コウキヤガラ

2005年浦郷の由良湾で初めて採集したが，今は海岸

道路の下敷。西郷の東郷川は古くから知られていた

が，河川改修で絶滅。現状確認：津戸（海岸遊歩道）・

知夫（白浜）・今津（旧飛行場裏），五箇（重栖湾）。

海岸の湿地に生え海の中も平気。［杉村］には松江市

の標本が出ている。宍道湖にはある。

その後（2014年）海士町中里でも確認した。山麓の水田

に接した小さな池。



47

イネ目 カヤツリグサ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Cyperus sanguinolentus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 カヤツリグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ☆

Cyperus orthostachyus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎ ☆

Phacelurus latifolius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Ischaemum aristatum var. crassipes

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Ischaemum anthephoroides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ケカモノハシ

砂浜に生える。何故か中村の海岸でしか見たことがな
い。まだ多少残ってはいるが，砂浜の人為的な攪乱が
危惧される。自然のままの砂浜自体がなくなってしまっ
た。

海岸植物。県下の状況は具体的にははっきりしない

が，島根半島の記録はある。

カモノハシ

海岸近くの自然度の高い湿地に生える。隠岐では海

岸以外では未確認。津井の池・津戸の海蝕崖上部・重

栖湾・焼火山南麓（塩沼地）で見られるが個体数は多

くない。重栖湾の岩場のものはやや安心。

県内全域ではそう稀ではないようである。島根半島にも

幾つか産地がある。

アイアシ

明屋海岸・小敷海岸（海士町東）・大森島（都万）で確

認している。他では見たこともないし記録もない。汽水

域のものなので後背地の人為的干渉が気懸り。［杉

村］に「海士」とあるのは明屋のことであろう。

〔指定〕　県下では島根半島にも記録はあるが，石見部
が多い。環境が特殊なためか，秋田から沖縄まで
《RL:20》 。隣の鳥取県では準絶滅危惧で，大山町の
1ヶ所だけに生育。

ウシクグ

遙か昔に，知々井岬の小さな浜の湿地で確認。その

後島後の道路際（山の中）でも一度見ているが，場所

を覚えていない。ずっと探し続けていたが，2017年に

津井地区（西郷）の水田の傍で再発見した。

県下では，5ヶ所の標本が残っているが（［杉村］）現在

も健在かどうか？いわゆる水田雑草（普通種）ではない

ようである。隠岐ではもはや，他の産地を想像できな

い。茎や葉には（揉むと）一種の芳香がある。

カワラスガナ

初めて気付いたのが2006年，男池の水田。その後津
戸の海岸（1ヶ所）でも確認。隠岐では少ない。細かく
言えば，花序枝を分けるナンゴクカワラスガナ f.
sanguinolentus。

よく似たアゼガヤツリ C. flavidus の方は今でも水田近く
にありふれているが，本種は妙に少ない。少なくとも隠
岐では。アゼガヤツリよりもっと湿った（濡れた）場所を
好む
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イネ目 イネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Themeda triandra var. japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Cymbopogon tortilis var. goeringii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ◎ ★

Sasa miakeana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Miscanthus sacchariflorus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Isachne nipponensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

メガルカヤ

普通種のようだし，隠岐の記録もある。出会えば見逃

すようなものでもない。何故一度も見ていないのか不

思議。昔はあったが，急速に減ったのではないか？

京都・福井・石川県でレッドデータになっているのは興

味深い。京都府：「近年大幅に生育地が減少し、稀にし

か見ることができなくなった」。

ハイチゴザサ

西郷平地区の陰湿な林道で見たのが隠岐初記録

（2005.10.17）。その後，元屋（中村）東谷の林道でも確

認した。それぞれかなりの量であるが，他の場所では

見ていない。

［杉村］によると県下でも稀。松江市周辺の産地が挙げ

てある。中国地方でも多くはない。“ほぼ関東以西”の分

布で暖地系。隠岐では「よく頑張っている」と言える。

オギ

普通にあると思っていたが，最近あまり目にしなくなっ
た。島後では八尾川の流域や東郷の入江で多少見ら
れる。島前では海士（中里），西ノ島（耳々浦・浦郷）で
確認。

かつては多かったが，急速に減ったのではないかと思

われる。水田周辺の植物によくあるパターン。しかし，過

去の記録がないのは少し変。

ミアケザサ

1938年にコバノネマガリササ S. ramosissima Koidz. と

して新記載されたもの。その後(1964)鈴木貞雄博士に

よりチシマザサ S. kurilensis のシノニムに落とされてい

た。この同定は神奈川の支倉千賀子氏による。

高崎山の海抜300m以上を埋め尽す勢いで，隠岐では

唯一のササの群生地。焼火山でも僅かに確認できる。ミ

アケザサは山口県をタイプ産地として1992年に記載さ

れ，広島・愛媛県の一部でも確認されている。

オガルカヤ

メガルカヤ以上に多いもののようだが，らしきものを目

にした記憶はまるでない。少なくとも島前にはあり得な

い。相当目立つ筈だが，子供の頃の記憶もない。

メガルカヤ同様の指定。石川県：「もともと低山に少なく
なかったと考えられるが、里山の環境変化にともない近
年急減しており、今回新たに絶滅危惧種に加えられ
た。」
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イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Eriochloa villosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Sacciolepis spicata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Muhlengergia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Zoysia sinica var. nipponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ★

Arundo donax

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナガミノオニシバ

津戸の海蝕崖上の小さな（数㎡）湿地で，2017年に確
認。島根県の記録はなく，県下でここだけという可能性
もある。塩沼地の植物であるが，塩沼地そのものが今
や絶滅危惧。

《RL：11》 近くでは，岡山・兵庫でNT。『レッドデータブッ

ク近畿』ではＡクラス。分布は関東以西とされているが

（隠岐は北限），昔から東北地方にも知られていた。現

在も岩手県RDBには登載されている。

ネズミガヤ

島後では，大満寺境内と近石川支流の林道に群生地
がある。他にもあったか？は記憶がはっきりしない。島
前では焼火山と金光寺山だけに，ほんのちょっとずつ
ある。

普通種のようだが隠岐にはあまり多くない。集落付近が

中心の“里のイネ科”ではなく，“山のイネ科”のようだ。

ハイヌメリグサ

ヌメリグサ var. oryzetorum も含める。知夫・五箇の山
田・男池の水田，の3ヶ所で昔見ていた。最近になっ
て，代（五個）でわずかに再確認。その後，平（西郷）の
水田でも確認。

県内でどの程度あるかは不明だが，隠岐では昔から多

くはなかった。どちらかと言えばハイヌメリグサ var.

spicata の方が少ない。男池のものと海士の西（2014）の

ものは典型的なヌメリグサ の型で現在も健在。

ナルコビエ

以前から気になっていたが，2014年になって初めて出

会った.海士町東地区の水田地帯の堤防。県下でもそ

う多くはないようだ。

京都府では絶滅危惧種で，｢過去、京都府内全域で標

本が採集されるほど広く自生していたものが、近年、見

かけることが極めて稀となった。確認情報もない」。

ダンチク

海士町菱浦に大群生地があったが，港湾道路等の工

事でかつての1/10以下に減った。かろうじて残っては

いるが，生育状態はよくない。

【北限】　地中海沿岸のものとどちらが北か悩んでいた

が，地中海のは「移入，栽培」されたものらしい。県下で

は石見部に多いが，美保関の記録もある。



50

イネ目 イネ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Phragmites japonicus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Lophatherum gracile

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ × ◎

Lophatherum sinense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Zizania latifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○

Leersia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アシカキ

これは昔見たことがあるので捜索中。のんびりしている
と絶滅してしまいそう。水辺では普通種がどんどん減っ
ている。

「足掻き」。全草がひどくザラつき，気をつけないと皮膚

を傷つける。おっかなびっくり触っていたものだ。小形の

エゾノサヤヌカグサのと区別には慎重を期すこと。

マコモ

八尾川の下流（隠岐病院前）に沢山あるが，他で見た

記憶はほとんどない。島前では唯一，東地区（海士）の

古い溜池に残る。

元々稀なものではないはずだが，水湿地の植物は何に

よらず減少・絶滅に向っている。

トウササクサ

西郷平地区の奥に群生地がある。範囲はかなり広く個

体数も多い。ただし，一つの谷に限られ外へは広がっ

ていない。目に付きやすい草姿なのに今まで記録され

ていない。他には無いからであろう。

隠岐より少し北の産地に，石川県（北限）と栃木県があ
るが，両県ともに絶滅危惧種。杉林の伐採が心配され
る。

ササクサ

西郷平地区のトウササクサの群落の中で，2株を発見。

産地がここに限られ極めて危険な状態にある。トウササ

クサよりはるかに普通のものだが，逆になっている。こ

こがトウササクサにより適した環境だからか？

ある図鑑の分布図に隠岐が出ているが，誰が何処で採

集したかは不明。現状は絶滅寸前状態。

ツルヨシ

旧飛行場にある沼の周囲で2012年に初確認，2015年

にこの場所では消滅した。行政による埋立（ゴミ捨て

場）による。岸辺の植生もろとも壊滅。隠岐からの絶滅

と思われる。スジヌマハリイの生育地でもあったが…。

本来は流水域のものらしいので，池の周りというのはや
や不思議。［丸山]にある隠岐の産地は何処なんだろう
か？
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イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ◎ ☆

Leersia oryzoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Glyceria acutiflora ssp. Japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ◎ ★

Glyceria leptolepis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Leymus mollis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Hystrox duthiei ssp. longearistata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムツオレグサ

飯田（西郷）の山の中（水田，今は放棄）で昔見てい

た。幻のように感じていたが，最近になって平（西郷）・

飯田（西郷）・西（海士）の水田で再発見。しかし，年間

を通じて水のある環境が必要で，存続は厳しそう。

京都府で準絶滅危惧種。「かつては京都府内で広く見

られたものが近年激減、やや稀にしか見ることができな

くなった」。岡山県の植物誌にも同趣旨の言及がある。

エゾノサヤヌカグサ

油井の池だけかと思っていたが，実は他にもあった。

八尾川上流，五箇（大峯山の溜池）など。島前では海

士の中里で1ヶ所見付けていたが，最近ブルドーザー

が根こそぎ浚えて絶滅。

［杉村］には「稀に分布：都万」となっていて，これは“島

根県では隠岐だけ”を意味する。近くでは，山口：ごく

稀，広島：記録無し，岡山：少ない，京都府：絶滅危惧。

アズマガヤ

2005年に高崎山の大水谷の渓流内岩上で数株を発

見。これが隠岐の初記録。2007年の豪雨災害でどう

なったかが心配。ここは人の入らない（入れない）深い

谷で，極めて自然度が高い場所である。

〔指定〕　《RL:12》　図鑑にも“やや稀”と書いてあるよう
な希産種。［杉村］によると，六日市町と大東町の標本
がある。

ハマニンニク

今から40年前，都万塩の浜で「この辺りにありました」と

木村康信先生に教わったが，その時は確認できな

かった。やっと2016年になって，1km程離れた末路川

河口付近で一群落を発見できた。

過去の記録はなく，隠岐ではここだけの生育と思われ

る。北のもので，分布の中心は北海道～東北地方の海

岸（砂浜）。日本海側は対馬まで知られているが，南へ

下がるほど少なく，山口・福岡両県で絶滅危惧種。

ヒロハノドジョウツナギ

産地は唯一有木川上流（集落内）の川岸，改修工事

後の確認はわずか1株（2010年）。絶滅は時間の問題

か？と思っていたが，2014年集落入口付近の河川敷

内で，群生を数ヶ所確認。

県下（中国山地沿）でも稀とされているが，山口・岡山・
広島県でもやはり稀。近畿地方では，兵庫県（4ヶ所）と
京都府（1ヶ所）にしか記録がない！北陸4県でもレッド
データ。



52

イネ目 イネ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Phalaris aquatica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Calamagrostis epigeios

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Calamagrostis hakonensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Calamagrostis longiseta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎ ☆

Polypogon monspeliensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハマヒエガエリ

海岸は相当歩いているはずだが，やっと出会ったのが

無人島の大森島（2012）。海岸の岩場に数ヶ所の群落

がある。その後（2016）五箇重栖湾の休耕田で確認。こ

こは数少ない塩性湿地として貴重である。

山陰海岸では普通のようだが，隠岐の緯度では意味が
異なる。隠岐以北の地域では，石川：現存地2ヶ所で絶
滅危惧（北限自生地）。福井：最近になって発見，茨城：
自生なし
。

ヒゲノガリヤス

2005.7.6布施北谷の断崖下に落ちていた株を採集。

その後再確認できてはいない。

〔指定〕　島根県の記録はない。大山頂上にはあるそう
である。本州中北部のもので，近畿以西では深山に
稀。

ヒメノガリヤス

大満寺山頂上付近に小さな群落が1ヶ所のみ。2006年

に気付き2013年に再確認。高地のものなので他には

なさそうな気がする。

県下でも稀。三瓶山と大万木山の記録がある。分布図
（T. Tateoka, 1968）によると，中国・四国・九州ではごく
少ない。

ヤマアワ

男池付近の水田周辺がよい産地であった。現在も放
棄田内に多少残っている。現状確認は，五箇（重栖），
西郷（西村・西田・今津），都万（歌木）休耕田。個体数
は少ない。

県下では「稀なもの」以上のことは不明。［丸山］に三瓶
山の記録がある。湿地のものなので（ほぼ休耕田専
門），今後が絶望的。隠岐の過去の記録がないのは奇
妙。

オニクサヨシ

南ヨーロッパ原産の“帰化種”。2016年の確認でまだ定

着するかどうかは判らないが，直ぐに消えそうな雰囲気

でもない。横浜市・千葉市・神戸市・三重県・愛知県・

京都府の記録がある。

西ノ島町の船越地区（仁具・イザナギ）の林道沿に数株
がある。ほとんど情報の得られない種で，何故隠岐なの
か推測できない。現地付近は放牧地ではあるが関連は
はっきりしない。
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イネ目 イネ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Phleum paniculatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イネ目 イネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○

Alopecurus japonicus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツモ目 マツモ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ◎

Ceratophyllum demersum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 ケシ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Chelidonium majus ssp. asiaticum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 ケシ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Corydalis lineariloba

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマエンゴサク

現状確認は高崎山系の一部（2012，2016）と知夫赤禿
山のごく一部（2014）。島後では現在未確認。隠岐で
は稀なようで[丸山]にない。[岡部］はミチノクエンゴサ
クのことであろう。

島根県本土側でもかなり稀なもののようである。ミチノク
エンゴサク同様，高地の夏緑林床のスプリング・エフェメ
ラルの一つ。

クサノオウ

まだ見たことがない。［岡部］に「産地：五箇那久路」の

注がある。と言うことは，昔から珍しかったようだ。

日本全国の人里～林縁。普通の雑草に思えるが，隠岐
にほとんどないのは不思議。多ければ出会わないはず
がない。

マツモ

過去の記録はあるが，初めて出会ったのが2016年。海
士町の小さな溜池。人里離れた場所の，あまり知られ
ていない場所で，栽培起源（いわゆるキンギョモ）は考
えにくい。

世界の広布種で日本でも全国に分布するが，
《RL:18》。水生植物の例に洩れず減少が著しいのであ
ろう。マツモ目(1科1属）は孤立した原始的な分類群とさ
れる。

セトガヤ

今から30年以上前，海士町東地区の水田で1度見て

いるだけ。島後でも話を聞いたことはある。過去の記録

がない事を考えると，元々少なかったようだ。

ごく普通種のはずであるが，［杉村］には島根県そのも

のの記録もない。雑草なので注目されず，絶滅しても気

付かれないという事もあるだろう。

アワガエリ

隠岐の記録がないのが何とも不思議。［杉村］には島

根県の記録もない。筆者の子供時代には，畑や道端

のごくありふれた雑草だった。最近の確認は数年前，

豊田（海士）の道端で2回，数本。

これも「昔は多かったが，今は…」のタイプか？畑作が

廃れたことに原因があるかもしれない。急に減ったのは

隠岐だけではないようで，7つの県で「絶滅～情報不

足」に指定されている。RL:8で嬉しい限り
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キンポウゲ目 ケシ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ★

Corydalis capillipes

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 ケシ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ◎ ★

Corydalis speciosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 ケシ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Corydalis hetelocarpa var. japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 ツヅラフジ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Stephania japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 メギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ◎ ☆

Caulophyllum robustum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キケマン

海岸付近で時に見られるが個体数は多くない。島根県
下でもごく稀なようである。分布は関東以西～琉球と
なっているが，何故か例外的に宮城県の一部にも分
布する。

一時より減って，今は人為的な攪乱の少ない場所に

残っている。近県では，岡山・山口・京都でレッドリスト。

エゾキケマン

【西南限】　日本での分布は，北海道以外では青森県

と岩手県のごく一部のみ。青森：絶滅危惧Ⅰ類，岩手：

情報不足。しかも，花弁の形は，北海道型ではなく朝

鮮半島型に一致する。

〔指定〕　島後と西ノ島（高崎山系）に普通にある。過去

の記録はことごとくミヤマキケマン C. pallida var. tenuis

となっているが，これは間違いである。

ミチノクエンゴサク

【西限】　日本固有種で分布の中心は日本海沿岸地域
（秋田～福井県）。石川県では個体数が少なく準絶滅
危惧に指定。隠岐のものは今までヤマエンゴサクと考
えられていた。

大満寺山上部（北東山腹）と神原高原，五箇大峯山に

群生地がある。島後では分布がかなり広そうに思われ

る。 同定はキケマン属が専門の福原達人博士。

ルイヨウボタン

神原高原によい産地がある。大満寺山・横尾山系でも
少し見ている。「深山の空中湿度の高い林内に稀」と
いうイメージがある。北方系の種で関東以西では
《RL:15》と稀産。

〔指定〕　本土側では，「中国山地にごく稀」ということ

で，山口・岡山両県では絶滅危惧種になっている。因

みに，ひと言で“中国山地”と言っても，1,000mを越える

山（島根県）が14個，隠岐とは世界が違う。

ハスノハカズラ

何処かにあるかもしれないが，まだ出会っていない。あ

るとすれば，暖かそうな海辺の近くだろうか。［丸山］に

はコウモリカズラの記録もある。

分布は「東海道地方以西」となっている。県下では島根

半島西部まで分布する。隠岐で現存することが確認で

きれば，北限に近い産地として重要である。
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キンポウゲ目 メギ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ △ ○ ◎

Epimendium sempervirens var. sempervirens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Cimicifuga simplex

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Aconitum japonicum ssp. napiforme

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ × ◎

Anemone flaccida

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 ○ × ◎ ★

Ranunculus sieboldii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シマキツネノボタン

西ノ島町美田，大津の集落内にわずかに残る。海士に

も群生地があったが宅地造成で絶滅。そこから1株持

帰ったのが，筆者宅の庭に残る（30年間放任）。和名

のシマは南西諸島の意で沖縄では普通種。

【北限】　分布は「本州（中国地方）・四国・九州・琉球・

台湾・中国」ということだが，実質的には“九州”。中国地

方は“下関市＋隠岐”のこと。他にも古い記録（美保関・

浜田，徳島，和歌山）はあるが現状不明。

ニリンソウ

高崎山の頂上部付近に唯一の産地がある。他にもある

とすれば島後だが情報は全くない。

〔指定〕　島根県本土では長く知られていなかった。しま

ねRDBによると，平田・松江・太田の3メッシュのみ。隠

岐のことは知らないようだ。

タンナトリカブト

大満寺山頂近くに小群集。隠岐唯一のトリカブトの生

育地点と思われる。登山道沿で定期的に草刈りが行わ

れる為，極めて危険な状態にある。

〔指定〕　本州では，近畿西部以西に分布。島根県本土

には広く分布しているようであるが，兵庫・鳥取・山口県

ではレッドリスト登載種。

サラシナショウマ

大満寺山・鷲ヶ峯間の鞍部を通る林道沿に少しある。
隠岐の産地はここだけかもしれない。過去の記録もな
い。

本土側では稀ではなさそうである。夏緑林帯の種だが，

中国山地があるので生育可能域は広い。

トキワイカリソウ

隠岐は狭義のトキワイカリソウ var. sempervirens で白

花。県本土はウラジロイカリソウ var. hypoglaucum で花

は赤紫。［丸山］は，隠岐のものをオオバイカイカリソウ

E. ×setosum にしているが，これもあると思う。

〔指定〕　広義のトキワイカリソウの分布域は，新潟県～

島根県の日本海側。白：新潟～石川，中間（白花が混

じる）：福井，赤紫：京都～島根。 隠岐は北陸と同一。
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キンポウゲ目 キンポウゲ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Ranunculus parviflorus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Semiaquilegia adoxoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キンポウゲ目 キンポウゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Coptis japonica var. major

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマモガシ目 アワブキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Meliosma myriantha

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツゲ目 ツゲ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Pachysandra terminalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コゴメキンポウゲ

図鑑類の文献に載っていない“帰化種”。東京多摩市

の人家付近で見付かり，2006年に和名を付けて発表

された。それ以後，隠岐以外からの報告はない。

国賀を中心にイザナギから赤尾まで，牧場地帯全域に

一面に広がっている。ただ，集落内には出て来ていな

いし，他の島へも移っていない。

フッキソウ

葛尾山（598m）の頂上に群生することを，2006年に

なって初めて知った。樹林下のやや湿った場所。恐ら

く隠岐ではここだけであろう。

北のものなので西日本では稀になる。県本土でもごく稀

であるが，島根半島の記録はある。広島・山口以下，四

国・九州では多くの県でレッドリスト登載。

アワブキ

以前から話に聞いていて，自生する（した）ことは確実

であるが現物を見た事がない。

北海道を除き全国に広く分布する普通種のようである

が，何故か隠岐ではごく稀。

セリバオウレン

過去の記録（［丸山］）があり，昔見た事があると言う人
もいるがはっきりしない。2014年4月，宮本秀永氏の案
内で，布施南谷林道の2ヶ所で確認。氏もここでしか見
てないという。

本土側では，そんなに少ないものとは思えない。［丸山］

に隠岐島・三瓶山・島根半島の記録があるが，変種を

分けずオウレン C. japonica となっている。

ヒメウズ

海士町東の外れにある民家の庭に点々とある。とても

植栽とは思えないが，できれば人家と離れた場所で確

認したい。西ノ島町の故木村康信氏宅にもわずかに残

るが，これは野生種の移植と聞いていた。

人家付近を好む雑草的な種のようであるが，隠岐では
ほとんど知られていない。少ないのは北限自生地に近
いせいかもしれない。石川県・茨城県では，それぞれ絶
滅危惧Ⅰ類である。
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ユキノシタ目 ボタン科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ － ◎

Paeonia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 スグリ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ★

Ribes fasciculatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ユキノシタ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Chrysosplenium grayanum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ユキノシタ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ － ○ ◎ ☆

Chrysosplenium fauriei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ユキノシタ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Astilbe odontophylla

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ホクリクネコノメ

本州日本海側の，新潟県～島根県までという特別な
分布をする。県下の確実な標本は，立久恵峡・鰐淵寺
と隠岐。

〔指定〕　島後の山地にごく普通でほとんどこればかり。

島前にもあるがごく稀（高崎山・焼火山）。隠岐にはボタ

ンネコノメソウ C. kiotense の記録もある。

ネコノメソウ

皆市（西郷）の山中に見事な群生地があったが，林道

拡張で今は絶滅寸前。その後（2014），海士の中里で

確認して驚いた（2m×1m，1ヶ所）。更に，都万のロン

ザの池の一部で密な群生を発見。

本土側ではそれほど少なくはないようだが，隠岐ではご

く稀。高い山がないためかもしれない。捜すとすれば，

綺麗な水の流れている場所。

ヤブサンザシ

西ノ島にのみ産する。昔から高崎山の群落（10数株）

が知られていたが，地元の眞野信茂氏によると他にも

複数ヶ所の産地がある（摩天崖・鯛の鼻・鬼舞）。

〔指定〕　図鑑にまで「まれ」と書いてある種。ある樹木図

鑑に「個体数は少なく，見る機会のあまりない樹木だ」と

あった。全国的に稀であるが中国地方は多少増しで，

島根県では出雲市の標本がある。

ヤマシャクヤク

《RL：40》 で島根県は数少ない未指定県の1つ（中国

地方の他の4県は指定）。ベニバナヤマシャクヤクはと

もかく，本種がそんない少ないものとは知らなかった。

〔指定〕　島後ではあちこちに生育しており，個体数も少
なくはない。島前では高崎山系しか記憶がなく絶滅が
心配される。

トリアシショウマ

島前ではアカショウマ A. thunbergii var. thunbergii し

か見ないが，島後には確かに本種と思われるものがあ

る。布施村スギ天然林，北谷等。

図鑑等の文献では，中国地方はアカショウマの分布域
のようであるtが，両種が混在する地帯とも言われてい
る。
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ユキノシタ目 ユキノシタ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Saxifraga stolonifera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ユキノシタ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Saxifraga fortunei var. alpina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ベンケイソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ◎

Hylotelephium verticillatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ベンケイソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ○ ◎ ☆

Orostachys japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ベンケイソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ◎

Phedimus aizoon var. floribundus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キリンソウ

西ノ島：2，海士：1ヶ所で見ているが，現状確認できて

いるのは西ノ島の1ヶ所のみ。個体数はそう多くない。

島後にもあるようだが未確認。

島根県本土ではわずかに大社町の標本が残っている
のみ。中国地方では他に，鳥取・岡山県の記録がある。
この頃は人里付近に栽培からの逸出がみられるので要
注意。

ツメレンゲ

西ノ島町三度の産地が昔から知られている。隠岐では
ここだけであろう。落ちたら死ぬような断崖なので，取り
尽される心配はないが，むやみな採取は群落の消長
に強く影響する。

県本土側の産地は，出雲・佐田・石見となっている（［杉

村］）。　《RL：34)》

ミツバベンケイソウ

過去に，西ノ島：3，海士：2ヶ所で見ているが個体数は

極少。1ヶ所だけ高崎山に群生地がある。海士は多分

絶滅。赤禿山の記録もある（［杉村］）。島後について

は，五箇で撮ったという写真を見たことがあるだけ。

本土側では，山口・鳥取両県もレッドリストに登載。

《RL:18》

ダイモンジソウ

今までに10ヶ所以上の場所で出会っている。1-2の例

外的な場所を除けば，個体数は多くない。県本土側で

も同事情のようである。

山地のものと思っていたが，隠岐では濡れた海蝕崖で

見ることも多い。花弁が大の字にならない“梅咲き”の型

も時に出て来る。

ユキノシタ

島後のごく限られた場所でしか見たことがない。銚子

（西郷）や郡（五箇）の山奥の渓流沿。産地が少ない上

に群落の広がりも十分ではなく，いつ消滅してもおかし

くない状況にある。

一部に，中国から渡来したという説もあるが採らない。隠

岐のものも，産地の生育状況から栽培起源とはとても思

えない。人家周辺のものを除き。
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ユキノシタ目 ベンケイソウ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Sedum japonicum ssp. oryzifolium 

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 ベンケイソウ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Sedum polytrichoides ssp. yabeanum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 アリノトウグサ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Haloragis micrantha

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ユキノシタ目 アリノトウグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎

Myriophyllum spicatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Sophora flavescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツシママンネングサ

 分布は限定的で「対馬・平戸・壱岐・五島列島・隠

岐」。しまねRDBに載らないのは，隠岐に沢山あって絶

滅しそうにないという判断か？

〔指定〕　島後の山地ではそう珍しくはなく，分布も広

い。山地は岩っぽい場所が主で，環境は安定してい

る。人為的な干渉も少ない。林道工事は別として。

タイトゴメ

【北限】　メノマンネングサ ssp. japonicum との形態上

の差異がはっきりしない個体もあって，しばしば誤って

同定されてきた。日本海側に多く分布し（丹後半島～

九州北西部），隠岐でもごく普通に見られる。

「能登半島あたりから北の日本海沿岸には，同じようなと

ころに同じような姿で生えているものがあるが，これはメ

ノマンネングサの海岸型である。これは長い間タイトゴメ

と混同されてきた。」（大場達之 1982）

クララ

海士の2ヶ所と五箇山田で見ていたが，現在は消えて
しまっている。やっと，2011年になって五箇一夜嶽神
社の境内で発見。一般に，自生であることの証明が難
しい。

島根県本土でも元々稀だったようだ。減少傾向は全国

的であるという。本種に限った事ではないが，種の減少

は環境（生育適地）の減少に由来する。

ホザキノフサモ

時々見かけたような気がするが，はっきり覚えているの

は津井の女池と，中村元屋の小さな溜池。元屋のは花

を手に取って確認したので確実（2014.5.7）。大量にあ

るがもうこの場所だけかもしれない。

しまねRDBの旧版では“準絶滅危惧”で，隠岐には無い

ことになっていた。稀産種のフサモやオグラノフサモと

区別するために，花序を調べる必要がある。

アリノトウグサ

以前はやや普通のものであったが，最近はほとんど見

かけなくなった。確実に現状確認しているのは，大山

の滝付近（西ノ島）の1ヶ所のみ。

やや湿った日当りのよい場所のものだが，人里付近で
は稀で山地の自然度の高い環境を好む。そのような環
境が失われつつある。樹木が覆い被さったり，人為の攪
乱によって。
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マメ目 マメ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Cladrastis shikokiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Indigofera pseudotinctoria

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ × ○ ☆

Crotalaria sessiliflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ◎

Vicia cracca

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Vicia unijuga

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナンテンハギ

知夫では全島にやや普通にあるが，何故か他の島で
は極端に少ない。知夫以外では，松島（豊田）と那久
（都万）で確認しているのみ。那久は最近の発見，2ヶ
所で道路際に数株。

松島の産地は極相状態の草原で人跡未踏に近い場
所。「国賀にあった！」（宮本厳）という記事を読んだこと
があるが，地元では知られていなかった。島根県下でも
稀なもののようである。

クサフジ

西ノ島にポツポツと産地がある，仁具・イザナギ湾・国

賀摩天涯・三度。ただ，いつ消えてもおかしくないよう

には見える。知夫では仁夫里と古海に少し残ってい

る。海士と島後では見たことがない。

何故か［杉村］にはこの種そのものが出ていない。元々
少ないものだとは思うが。帰化種ナヨクサフジに圧迫さ
れて減った訳ではなく，それ以前から多いものではな
かった。

タヌキマメ

隠岐にあったことは確実であるが，まだ見たことはな

い。そもそも県下でもごく稀なもののようだ。

〔指定〕　《RL:21》　稀なのは島根県に限らない。

コマツナギ

現在確実に知っているのは，西郷犬来の1ヶ所，1株だ

け。昔から少ないものではあったが，西ノ島と海士には

確かにあった。ただし，1ヶ所ずつ。

島後の白島展望台付近で見たという話を聞いている。

西ノ島町別府の広場で沢山見たことがあるが，これは新

設工事に伴う本土からの移入である。

ユクノキ

高尾暖地性樹林の入口付近で確認（2017.6.12）。高さ

1mに満たない幼木が10株程度見られた。隠岐の記録

も情報もなかった。［杉村］では「中国山地寄りにやや

稀」となっている。

大山自然歴史館の矢田貝繁明館長が2016年に発見。

中部地方以西（熊本県まで）に分布する日本固有種

で，図鑑でも「まれ」でとされている。
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マメ目 マメ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Hylodesmum podocarpum ssp. fallax

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○

Lespedeza cuneata var. serpens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マメ目 マメ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Apios fortunei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 グミ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Elaeagnus pungens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 グミ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Elaeagnus x maritima

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アカバグミ

ツルグミとオオバグミの雑種。2014年になって初めて確

認したので取り上げた。遙か昔に木村康信先生から，

焼火山にあるとは聞いていたが…。

［杉村］には「稀に分布：平田（西郷）」となっている。島
根県ではごく稀なのであろう。全国的にも両親種の共存
地域で点々と見られるようである。しかし，多いものでは
ない。

ナワシログミ

過去の記録は信用するが，まだ出会ったことがない。

隠岐ではごく稀なものだと思われる。［文献］は『原色

日本野外植物図譜』。

栽培からの逸出に注意すべきだが，自生の確認ができ

れば“絶滅危惧Ⅰ類”の資格がある。

ホドイモ

現状確認は，島後と海士でしているが個体数はごく少

ない。山地の道端など林縁に生える。海辺でも見てい

るが，人家や田畑の付近にはあまり現れない。

普通種のようであるが，隠岐では中々お目にかかれな

い。過去40年で確認した場所は，海士：6，西ノ島：1，知

夫：1，島後；3。

ハイメドハギ

見落している可能性があるので，今後捜すために取上

げた。海岸近くの岩場など，自然草地に要注意。津戸

（都万，1982）の標本があるのみ。

［丸山］では島根半島のみ。ありふれているメドハギ var.

cuneata より少ないが普通種のようである。

ケヤブハギ

2010年に西郷の平地区で初確認，生育地はやや広く
個体数もかなり。続いて（2016）銚子川上流の道路際。
過去の記録は［杉村］の壇鏡の滝（島後）と古海（知
夫）があるのみ。

分布は岩手・山形以南と広いが，あまり多いものではな

さそうである。少なくとも島根県では稀。
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バラ目 クロウメモドキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎ ☆

Rhamnus japonica var. decipiens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 クロウメモドキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ × ◎ ★

Berchemia longiracemosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 クロウメモドキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ☆

Berchemia racemosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 クロウメモドキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ★

Berchemiella berchemiifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 クロウメモドキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ★

Rhamnella franguloides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クマヤナギ

［杉村］は都万の標本（1982）。話には聞いているがま

だ現地で確かめてはいない。地元の人の情報もあるが

確認しておらず話でしかない状況。

これは近く決着をつけたい。

ホナガクマヤナギ

五箇の山中，新道の切取崖に2株のみ。宮本秀永氏

の最近の発見で隠岐初である。放置すれば藪に覆わ

れてすぐ消滅するかもしれない。その後（2015.4.28）上

西地区の廃田周辺で1株確認した。

『しまねRDB』によると，県東部のみに4メッシュ。島根県

が【西限】，南限は岡山県（準絶滅危惧）と思われる。

2017年に通りかかったら，クズが覆って見えなくなって

いた。1年1回の見回りができないものか？

クロウメモドキ

島前では高崎山系で時に見かけるが個体数は少な

く，確認済は数株程度。他に島ではまだ見ていない。

何故か島根県本土側の記録がない。

県本土側には，コバノクロウメモドキ var. microphylla が

ある（稀）。［杉村］の『標本目録』には高崎山が出て来る

のに『植物相』には本変種の記載そのものがない！？

ネコノチチ

確実な記録があるがまだ確認していない。隠岐は明瞭

に【北限】。次いで松江市。［文献」は『原色日本林業

樹木図鑑』による。

分布は岐阜県以西だが，主に中国・四国・九州。神奈

川県（保土ヶ谷）に隔離分布がある。

ヨコグラノキ

宮城県・新潟県以南に広く分布するが，全域でごく

稀。隠岐の生育量は群を抜いている。タイプ産地の高

知県だけは多いが，それでも“準絶滅危惧”。

《RL：25》　自生があるのにRDBに登載していないのは，

以下の3県だけ。岡山：少ない，広島：稀，大分：稀。
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バラ目 ニレ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Ulms parvifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 アサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Aphananthe aspera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 アサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Celtis jessoensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 クワ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Morus cathayana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 イラクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Urtica laetevirens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コバノイラクサ

高崎山の2つの谷に群生していたが，2007豪雨でほと
んど消失。大森島にもあるが個体数は少ない。他の場
所でも気をつけているが見付からない。島根県では隠
岐だけに自生。

昔から気付いていたが，世には知られていない。北のも
ので西日本の産地は，滋賀・奈良・徳島・高知・福岡の5
県に限られ，滋賀県（“分布上重要種”）以外では“絶滅
危惧Ⅰ類”。

ケグワ

和歌山県以西という妙な分布をする。隠岐は【北限】自

生地で，県本土側に比べ量が多い点に注目。

島後ではごく普通，次いで西ノ島でやや稀。海士では

ごく稀，知夫は未確認。

エゾエノキ

現状確認できたのは島後の数ヶ所で，何故か皆若木。

大満寺山と神原高原に成木があったのだが…。山地

の渓流沿にごく稀。県本土側では中国山地。

エゾエノキとは言うものの北海道では準絶滅危惧。唯一

北海道まで分布するエノキ属。

ムクノキ

油井の池の岸で幼木を含め数株を確認した。2015年

の植物地理・分類学会の観察会で気付かれたもの。

場所と生育状態から自生のものであると判断する。西

ノ島町宇賀の済神社旧社地に1本の巨木がある。

過去の記録としては，［岡部］に「島前（海士）」が唯一の

ものだが，これは植栽されたものであろう。今は無い。島

根半島にはあるのに隠岐に少ないのは緯度の影響だ

ろう。「関東以南」の分布とされる。

アキニレ

隠岐が【北限】自生地と思われるのに，量が異常に多

いので取上げた。島根県本土側では多くないという。

島前では何処にでも幾らでもあるが，島後にはごく少な

く，自生であるという確信が持てない。北限自生地らし

い極端な対照が興味深い。
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バラ目 イラクサ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Laportea cuspidata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 イラクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Boehmeria silvestrii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 イラクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Boehmeria gracilis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 イラクサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Boehmeria spicata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 イラクサ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ○ ◎

Boehmeria holosericea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ミヤマイラクサ

あるにはあるが，出会う事はほとんどない。確実に知っ

ているのは，高崎山北面の深い谷に少々。ところが

2013年，五箇の郡川支流で群生地に出くわした。群生

するのを初めて見た。

分布は東北が中心，以下中部・近畿の日本海寄り，中
国山地を経て福岡県の一部まで。深山の谷沿いに生え
る。

ニオウヤブマオ

【北限】　隠岐の海岸付近に広く分布している普通種

であるが，今まで分類が混乱していた。太平洋側沿岸

のラセイタソウ B. biｌoba に対応する，日本海側の2倍

体有性生殖種で，福井県以西に分布する。

過去には和名オニヤブマオが使われているが（島根県

でも），ニオウヤブマオとすべきものである（矢頭徹一

1992）。平凡社の図鑑にある B. holosericea （オニヤブ

マオ）という種は，別の概念で実体不明。

コアカソ

やっと2011年になって，東地区（海士）の林道法面で2

株発見。藪化し易い環境なので安心はできない。

本土側では普通にあるもののようだし，隠岐の確実な記

録もある。しかし，まだ1ヶ所でしか見ていない。イラクサ

科の低木で，見落すようなものではないのだが。

クサコアカソ

中村川に沿う道路際と林道西郷～布施南谷線の2ヶ所
しか知らない（それぞれ数株）。他では見ないのが不
思議。

島根県下の状況は，稀ではないらしいという程度しか分
らない。しかし，山口・岡山では稀であるし，近畿地方で
もあまり標本がない。そんなに多いものではないかもし
れない。

アカソ

焼火山の黒木林道に1ヶ所の小群落。付近一帯を捜し

てみたが広がりはない。しかも，道路掃除でほとんどは

ぎ取られた（2013）。他では見たことがない。

島後に東郷（杉村喜則 1986.5.9）の標本があるが，写

真で見る限りメヤブマオと区別できない。アカソにそっく

りのメヤブマオが時に出て来るので注意が必要。
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バラ目 バラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Sanguisorba officinalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎

Spiraea japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Spiraea blumei var. obtusa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Cerasus spachiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎ ★

Cerasus sargentii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

エドヒガン

島後： “世間桜”の他には，大満寺山系で2本のみを

確認している。西ノ島： 天然記念物指定の1本の他

に，波止の海辺で数株（現在は不明）。

［岡部］・［丸山］には記録がなく，隠岐では稀なものであ

ることが分る。

ミツバイワガサ

県本土には無く，隠岐のみに自生。分布域のイメージ
としては，福井・京都・兵庫・鳥取・隠岐・対馬でよいと
思う。

〔指定〕　本州日本海側の海岸近くに生える。別名タン

ゴイワガサは京都に因む。近年，能登半島の一部で新

しく見付かったそうである。

シモツケ

県本土では稀なようだが，隠岐ではちっとも稀ではな

い（特に島前で）。むしろその事が注目に値する。

〔指定〕　分布は全国だが，西日本では多くの県でレッド

リストに登録されている。長野県以西で《RL：14》。

ワレモコウ

記録は［丸山］のみだが，西郷岬地区にあったという情

報はある。ただ，［岡部］の記録がない事を思うと隠岐

では稀なものに違いない。

深山幽谷のものではないので，残っていれば気が付き

そうなものだが…。

オオヤマザクラ

中部地方以北の深山のもの（標高800m以上）で，西日

本では極端に少ない。本土側では中国山地にごく稀

に生育。山口県（絶滅危惧）が西限自生地。

焼火山にも普通にあるが高崎山は全部これ。標高の低

さに驚く。島後にもあると思うが未確認。別名：エゾヤマ

ザクラ・ベニヤマザクラ。
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バラ目 バラ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Padus buergeriana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ★

Padus ssiori

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ☆

Rosa sambucina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Rosa rugosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Potentilla freyniana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ミツバツチグリ

普通種とされているし隠岐の記録もあるが，2015年に
なって初めて気付いた。上西の山中，廃田周辺は皆
本種である。他にもあるのかどうか，隠岐での分布状況
は不明。

ネット上の情報によると，全国に分布するごくありふれた

種のように思われる。少なくとも隠岐では，過去はともか

く現在はありふれているとは言えない。

ハマナス

昔から有名。島後での目撃情報は時々聞いていた

が，実際に現地で自生を確認したのは最近になってか

ら（2015）。かつては島前にもあったそうである。

〔指定〕　半島県本土側にも知られているが，鳥取・兵

庫・京都・福井と軒並レッドリストに登載。日本海側は鳥

取市，太平洋側は茨城県鹿島市が南限自生地として国

指定（天然記念物）。

ヤマイバラ

【北限】　国内の分布は「本州（愛知県以西）・四国・九

州」とされる。日本海側は福井県西部まで。長野県に

はなく，岐阜県は愛知県に接する東濃地方。静岡県に

も数点の標本がある。

図鑑に「稀」と書いてある種。中国地方ではそれほどで

もないようだが，鳥取県では“準絶滅危惧”。海士（中ノ

島）には多く，西ノ島でも見ているが，島後ではまだ確

認していない。ないのか？

シウリザクラ

1968年に山口県の岡国夫氏が発見，その後長く所在

不明であったが，最近（2012.5.7）再確認した。幼木2

本，成木1本。場所は布施の神原高原であるが，過去

の記録と同一場所かどうかははっきりしない。

【西限】　分布は中部地方以北で，西限は長野県，南限

は神奈川県丹沢山地，日本海側では佐渡から北の分

布とされる。隠岐の生育は信じ難い。『しまねRDB』は，

せめて“情報不足”として登載すべきであった。

イヌザクラ

銚子～南谷林道沿に点々とあるが，他ではごく稀にし

か見ない。島根県全域でも多いものではないようだ。

中国地方では比較的稀で，お隣の山口・鳥取県で準絶
滅危惧。広島県も「稀」となっている。岡山県のみ「やや
普通」。
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バラ目 バラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Rubus hakonensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Rubus pectinellus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ☆

Rubus trifidus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Amelanchier asiatica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ × ○ ◎ ☆

Sorbus commixta var. wilfordii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コバノフユイチゴ

［岡部］・［丸山］にないのがやや不思議。それほど稀な

ものではない。

深山の林内，湿った場所で時に見かける。島前には無
いようだ。

ミヤマフユイチゴ

島後で時々それらしきもの（フユイチゴとの中間型）を

見かけるが，まだ確実な同定ができていない。

隠岐にあっておかしくない。今後の課題である。

ツシマナナカマド

平地（海抜0mから）に幾らでもあり，ナナカマドのイメー
ジ（亜高山）反する。本変種の主たる分布域は，「北
陸・隠岐・対馬」か？山口県には数本（ⅠB類），島根
県本土側は不明。

ナナカマド var. commxta と区別しない人もいる。変種

を分けるかどうかはともかく，全くの同一物とは考えにく

い。生態と分布が異なる。［文献］は『原色日本林業樹

木図鑑』（倉田悟 1964）。

ザイフリボク

普通種とされており，隠岐にも広く分布するが個体数
は妙に少ない。尾根や渓流沿などの日当りのよい場所
を好む。

詳しい状況は不明だが，はっきり記憶にあるのは，島後

のごく一部と，海士町。知々井岬ではやや普通。

カジイチゴ

西ノ島の船越に1ヶ所産地がある。野生である事は地
元の木村康信氏の証言。［丸山］の記録は同一場所の
ものであろう。

図鑑類には，本州では「関東以西の太平洋側」と書い

てあるが，これは正しくない。島根半島にもある。「主とし

て 太平洋側」である。
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バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Aria alnifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

バラ目 バラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Malus toringo var. zumi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 ブナ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Quercus variabilis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 ブナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Quercus aliena

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 ブナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ○

Quercus glauca

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アラカシ

未だに未確認ということは，隠岐では稀なのであろう。
島根半島には普通にある。島根県本土より「隠岐は
はっきり北」だという証拠。因みに，隠岐と緯度が近い
石川県でも“稀”。

『原色日本林業図鑑』の分布図に隠岐がプロットされて

いる。村田源氏来島時の報告もある（大満寺山，

1986）。『隠岐雑俎』は本文で言及。

ナラガシワ

確実な記録があるがまだ認識できないでいる。そう多く

はないだろうと思う。

本土側では普通種のようである。

アベマキ

隠岐の記録はないが，隠岐の島町東郷（宮田城址下

の海食崖）と男池付近（岸の岩上）のものは，はっきり

野生と思われる。人も鳥もドングリを運んだりはしない

ので，栽培起源は考えにくい。

西日本では普通というが，何故か隠岐ではごく稀。植栽

木もほとんど見たことがない。

オオズミ

現状確認は，海士の知々井岬で4株。標高は30mと異

常に低い。西日本では唯一，京都で最近発見された

（準絶滅危惧）。島後にもあるかもしれないが情報がな

い。［丸山］に島根半島の記録あり！

〔指定〕　母種ズミの，本来の分布域は中部地方以北
で，西日本では高山に遺存的に残る。多くの府県で絶
滅危惧種になっている。本変種の分布は，中部以北の
本州に限られる。

アズキナシ

今までに3-4回しか出会っていないような気がする（島

後）。現在確実に確認できるのは，鷲ヶ峯頂上付近の

小木1本だけ。

全国に分布するが，四国・九州では極端に稀。中国地

方では脊梁山地沿に生育がある。
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ブナ目 ブナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ○

Quercus myrsinifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 ブナ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Quercus x angustilepidota

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 ヤマモモ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Morella rubra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 クルミ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Pterocarya rhoifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 クルミ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Platycarya strobilacea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ノグルミ

主たる分布域は，本州近畿以西・四国・九州北部。隠

岐は【北限】自生地なので取上げた。ごくありふれてい

て北限のようではない。

京都府は絶滅危惧種に指定している。

サワグルミ

西日本では少なく，深山の高い場所に生育している。

隠岐では海抜100m程度から出て来る。

川沿いの流れの近くで時に見るが，個体数はそう多くは
ない。“乳房杉”周辺や中谷の天然林近くではよく目に
する。

ヤマモモ

過去の確認。知々井岬（海士）で，成木：1，幼木：1。

女池（西郷）の岸で，成木：4-5本。現状確認は，大山

（西ノ島）で幼木：3株。女池のものは今も健在と思う。

【北限】　隠岐に次ぐ北の分布は，京都府や島根半島の

海岸部。［岡部］に，磯・都万・五箇・東郷村とあるが，ま

だ確認できていない。

カシワモドキ

かつてモンゴリナラではないかといわれていたもの。ミ

ズナラやカシワに混じって普通に出て来るが，あまり知

られてはいない。隠岐に限った事ではないようだが。

雑種： ミズナラ×カシワ と推定されている。ミズナラに近

い型からカシワに近い型まで，変異が連続していて厄

介。殻斗の形が判断のキーになる。

シラカシ

確実な記録があるが未確認。県本土側では普通種。

隠岐にほとんど見られないのは緯度の問題であろう。

隠岐と同緯度の地域ではやはり少ない。

『原色日本林業図鑑』と『原色日本野外植物図譜』の分

布図に隠岐がプロットされている。『隠岐雑俎』は本文に

も解説あり。
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ブナ目 カバノキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Alnus japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ブナ目 カバノキ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Corylus sieboldiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウリ目 ウリ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ － ○

Trichosanthes cucumeroides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウリ目 ウリ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Actinostemma tenerum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ニシキギ目 ニシキギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Celastrus flagellaris

〔選定理由〕 〔特記事項〕

カラスウリ

見落すようなものではないのに，一度も見ていない。
［岡部］・［丸山］にキカラスウリがないのは了解に苦し
む。キカラスウリの間違いだろうか？［文献］は図鑑の
分布図。

いわゆる普通種であって，隠岐で見ないことが不思議

である。

ツノハシバミ

高崎山の頂上付近北壁に良い産地があるが，他では
大満寺山・横尾山でそれぞれ一度ずつ見たことがある
だけ。

分布は全国だが，夏緑林帯のもので西へ行くほど稀に
なる。少なくとも島根県では低山地には現れないであろ
う。

ハンノキ

見た事はないし話にも聞かない。［杉村］に近石（西

郷）産の標本（1981）が出ている。本土側には，多くは

ないが点々とあるようである。

『原色日本林業図鑑』（1968）の分布図に隠岐がプロット

されている！

イワウメヅル

大満寺山頂で数株確認（2013）。島根県では隠岐だけ
とされているが，隠岐もここ1ヶ所だけではないかという
気がする。数株しかないので，歩道の整備には細心の
注意が必要。

島根県だけではなく，全国的にも非常に珍しい種。
《RL：18》，やや普通にあるか？と思われるのはわずか
数県に過ぎない。

ゴキヅル

見ていない。昔はあったけど・・・のパターンだろうか？ 似たような生態と思われるスズメウリの方は時々見かけ

る。RL：13
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ニシキギ目 ニシキギ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ☆

Euonymus lanceolatus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 トウダイグサ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ◎ ☆

Euphorbia jolkinii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 コミカンソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Phyllanthus ussuriensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Populus tremula var. sieboldii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Salix chaenomeloides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マルバヤナギ

今津（島後）で古い溜池の岸に一株だけあった
（2013）。隠岐での初記録。ヤナギとしては例外的に判
り易い種で，他での見落しは考えにくい。隠岐で1本だ
けかもしれない。

周囲は牧場になっている。知らずに伐採することと，池

の埋立が心配。その後，2016年に土手が切り崩されて

水が抜かれているのを知った。目的は不可解。幼木も

芽生えていたが，一世代のみで終るであろう。

ヤマナラシ

焼火山麓（波止・大山）に多少ある。かつて，海士の金
光寺や豊田に群生があったが今は見られない。最近
になって島後でも見ている。五箇（2014）・東郷
（2016）・今津（2017）。

島根県全域に分布するが，個体数はごく少ないようであ

る。広島・山口両県も「稀」となっている。

ヒメミカンソウ

昔から産地も個体数もごく少ないものだった。現状確

認ができているのは，2017年現在，海士（2ヶ所）と島

後（2ヶ所）のみ。何時どうなるか判らない状態。

最近になって金光寺山の駐車場に出現したことがある

が，環境が奇妙。これは外部からの移入であろう。

イワタイゲキ

現状確認ができるのは，松島（海士）のみ。かつて，大

山（西ノ島）と菱浦（海士）で見たことはある。しかし松島

（3ヶ所の入江）以外は，個体数は極少。島後の今津に

もあったが消滅したと思われる。

〔指定〕　本州日本海側での分布は，山口県萩市から隠

岐へ，隠岐から能登半島の七尾湾（絶滅危惧）へ跳

ぶ。島根県は準絶滅危惧（NT)でよいのか？太平洋側

では房総半島南部（絶滅危惧）まで分布。

ムラサキマユミ

［丸山]・[岡部]は確実と思われるが，隠岐で見たことは

ないし話に聞いたこともない。現在残っているとしても，

極めて稀なものに違いない。

もともと稀な種で分布も本州日本海側（新潟・長野～山
口）に限られる。日本固有の小低木で，葉は細長く常緑
で分厚い。
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キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Salix triandra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ★

Salix yoshinoi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Salix integra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○

Salix miyabeana ssp. gymnolepis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 ヤナギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Salix x mictostemon

〔選定理由〕 〔特記事項〕

タチヤナギ

今津（島後）で2013年に確認。古い溜池の土手に若木
が密生。今津の集落内にやや大きいのが1本。残って
いる隠岐唯一の記録は，西郷町東郷（［杉村］ ，
1986）。

溜池は放棄されているが埋立が心配。集落内のものは

いずれ伐採されるのは必至。その後，元屋（中村）と大

峯山（五箇）の溜池で少数確認。♂・♀両方がある。

ワケノカワヤナギ

海士（中里・御波）と西ノ島（国賀・船越・別府）の5地点

で確認。総数20株ほど。昭和初期に記載された種であ

るが，2000年頃岡山県のタイプ産地で再発見された。

カワヤナギとジャヤナギ（＝オオタチヤナギ）の雑種と推

定されている。図鑑類に載っておらずほとんど知られて

いない。岡山の片山久の私信によると，その後島根・鳥

取・兵庫でも確認したという。

カワヤナギ

［杉村］に，海士（日ノ津 1983）と知夫（古海 1992）の

標本がある。

あった事は確実なのでどうにかして探し出したい。雑種

であるワケノカワヤナギも残っているし。

イヌコリヤナギ

五箇大峯山（中腹）の溜池と，八尾川の川岸で確認。
人家の畑に植えてあるものを2-3見かけたが（花材），
ごく最近の若木である。上記2ヶ所の自生を疑う理由は
ない。

ありふれた普通のヤナギだというが，少なくとも中国地

方では（九州でも）非常に稀。♂・♀両方とも確認してい

るが，過去に隠岐の記録はない。

ヨシノヤナギ

中里（海士）の溜池の中にただ2本。今までの隠岐の
記録はなく，県下でも稀な種である。典型品とは少し異
なる可能性もあるが，近縁種のシロヤナギやコゴメヤナ
ギではあり得ない。

【北限】　日本固有種で，近畿（京都府以西）・中国・四

国地方に分布するが，中国地方の記録は島根・岡山の

両県のみ。四国は愛媛県と高知県の記録がある。
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キントラノオ目 スミレ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Viola grypoceras var. exilis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 スミレ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎ ☆

Viola keiskei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 オトギリソウ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Triadenum japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 オトギリソウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ☆

Hypericum ascyron

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キントラノオ目 オトギリソウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ －

Hypericum japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

トモエソウ

隠岐にもあったようであるが・・・。山の草地や湿地，そ

んな環境が残っているかどうかが問題。

稀なものようで全国25の都府県でレッドリストに挙げられ

ている。

ミズオトギリ

油井の池以外ではごく稀になった。まだ少数が生き
残っている場所もあるが。湿地植物の例に洩れず，本
種も急激に数を減らしている。単なる湿地よりも溜まっ
た水を好む。

［岡部］・［丸山］にないのが不思議。かつては，水田周

辺などでもよく見かけたのだが。なお，島前で確認され

たことはない。　《RL：14》

マルバスミレ

西ノ島の高崎山に群生が2ヶ所あったが今は見られな
い。焼火山の一部にわずかに残る。島後の2つの山に
も産地があってここは昔から変っていない。ただし個体
数は少ない。

〔指定〕　「太平洋側の内陸部に多く，西日本では一部

を除いてあまり多くない」（いがりまさし 2005）。［杉村］は

「稀に分布：赤来」となっていて，赤来町でしか確認して

ないことを意味する。鳥取県では絶滅危惧種。

コタチツボスミレ

難解な種とされて来たが，猪狩雅史氏の研究による

と，「山陰型タチツボスミレ（仮称）」とすべき別物で，日

本海側の福岡県～福井県が分布の中心。コタチツボ

スミレの基準標本の型は佐賀県以南に分布。

隠岐には典型的な“山陰型”が普通に分布する（島前：

未確認）。県下の過去の記録は［杉村］だけ。タチツボス

ミレそのものと区別していなかったのか？時に，小型の

タチツボスミレとの区別が厄介なことがある。

ヒメオトギリ

長い間捜してきたのだが，すべてコケオトギリ。確かに

コケオトギリよりは珍しいもののようだが。

県本土側では普通種のようである。減ったのは隠岐だ

けだろうか？
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フトモモ目 ミソハギ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○

Ammannia multiflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

フトモモ目 ミソハギ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Lythrum salicaria

〔選定理由〕 〔特記事項〕

フトモモ目 ミソハギ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Lythrum anceps

〔選定理由〕 〔特記事項〕

フトモモ目 ミソハギ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ー ◎

Trapa japonica var. pumila

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムクロジ目 ウルシ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Toxicodendron sylvestre

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマハゼ

捜している積りなのだが，未だ見付けられないでいる。

東郷の標本がある（1986，［杉村］）。

ヤマウルシとそっくりなので見逃しやすい。

コオニビシ

隠岐ではヒシは稀と聞いていたが，近年急に増え今で

は普通種になっている。すべて果実の刺が4本のタイ

プで，刺2本のヒシ（狭義 var. japonica） とは異なる。ヒ

シとは生態上の差もあるようである。

かつてヒシと同一視されていたために，分布の詳細はよ
く分らない。オニビシの変種の扱いが普通だが，遺伝的
にはヒシにごく近縁のものだという（高野温子・角野康
郎，2005）。

ミソハギ

島後では最近まで，田圃周辺に普通にあったが，徐々
に見かけなくなって来た。今は河川敷に点々と残る状
態。

昔から島前では，ごく稀であった。西ノ島は絶滅，海士

も絶滅したかもしれない。

エゾミソハギ

油井地区でしか見ていない。今まで他で確認したもの

はすべてミソハギだった。

ミソハギとの生態や分布の差が分らないが，“エゾ（蝦

夷）”は無視すること。両方とも全国に分布する。

ヒメミソハギ

［杉村］に，ただ「稀」とあるのみで，県下の他の記録は

一切ない。海士の東地区の水田で一度だけ見たこと

がある（1980.8.3）。

昔はともかく，近年は少なくなっているようで，『レッド
データブック近畿 2001 』でも，絶滅危惧に指定されて
いる。
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ムクロジ目 ムクロジ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎ ☆

Acer amoenum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムクロジ目 ムクロジ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Acer japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムクロジ目 ムクロジ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Acer pictum ssp. mono

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムクロジ目 ムクロジ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎ ☆

Koelreuteria paniculata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムクロジ目 ミカン科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Phellodendron amurense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハウチワカエデ

島後の高い山で時に出会うが，個体数はごく少ない。

島前では高崎山の上部北側に数株ある。

県本土の産地は中国山地。四国・九州には分布せず，

山口県が“西限”（準絶滅危惧）。

オオモミジ

今まで4度程度しか出会っていない。隠岐では非常に
稀だと思う。いずれも谷川沿で水気を好むようだ。島前
には無い。

2013年に布施南谷の上流で見たものは（2株），フカギ
レオオモミジ f. palmatipartitum の型だった。変な言い
方だが，隠岐は福井県と共に“日本海側の北限”であ
る。

キハダ

今まで3ヶ所でしか見ていないので取上げた。大満寺

山頂・中村側渓畔・時張山林道。既に［岡部]は，「隠

岐で絶滅しかけている植物」の一つとして挙げている。

県本土では中国山地に見られる。分布は日本全土に

及ぶが，西日本ではそう多いものではない。

モクゲンジ

都万の油井地区だけ知られているが，生育状況は昔と

変ってないようだ。県本土側にも産地があるが，場所

は限られている。

本州の日本海側，山口・島根・兵庫・福井・石川県に稀

産。ただし，自生かどうか分らないと言われている。

エゾイタヤ

【西限】　和名通り北のもので，東北から日本海に沿い

“福井県までと隠岐島”に分布すると考えられていた。

1994年になって京都府の海岸で見付かったが，京都

から隠岐へ跳ぶのは特異。

島前では多く，特に海辺近くにありふれている。島後で

も稀ではないが，より目に付くのはアカイタヤ A. pictum

ssp. mayrii の方。こちらは島前では稀。
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ムクロジ目 ニガキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Picrasma quassioides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アオイ目 アオイ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Corchoropsis crenata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アオイ目 アオイ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ × ◎ ★

Hibiscus hamabo

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アオイ目 ジンチョウゲ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ☆

Daphne miyabeana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アオイ目 ジンチョウゲ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Daphne kiusiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コショウノキ

【北限】　島根半島にも生育するが隠岐にあるのとは意

味が異なる。本土では京都府丹後半島が北限。太平

洋側なら千葉県房総半島辺りが北限。

〔指定〕　島後でも時に見かけるが，島前では普通種で

あまり北限自生地らしくない。照葉林内に散在し花期が

早い（3月中旬）。

カラスシキミ

島後の深山で時々見かけるが，いつも単独で生えて

いて個体数は少ない。頼りなげな印象がある。

〔指定〕　分布は「北海道・本州（鳥取県以北の日本海

側）」となっているが，実際は中国山地の一部と隠岐に

もある。島根県は【西限】。

ハマボウ

知夫村島津島で2011年に発見。成木1本，幼木3本。

温暖な海岸の砂泥地という特殊な環境に生える。今ま

での北限自生地は，日本海側：山口県萩市，太平洋

側：神奈川県三浦半島。

〔指定〕　【北限】　自生地のある22府県の内，19県で

レッドリストに登録。全国的にも絶滅が心配される。

カラスノゴマ

島後で覚えているのは4ヶ所。島前では焼火山系で

時々見かける。海士にもあったがこれは絶滅。知夫赤

禿山の記録もある。

昔から少なかったが，今も変らない。減っているという感
覚はない。ただ，生育地は限られているし個体数も多く
はない。

ニガキ

昔から知られていたが，現状確認しているのは島後の

3地点のみ。隠岐での個体数は非常に少ない。少なく

ともありふれてはいない。

全国に分布する普通種のようであるが，生育状況など

詳しい事は分らない。枝（樹皮・木肌）や葉が強烈に苦

い。渓流近くの湿った場所で見かける。
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アブラナ目 アブラナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○

Draba nemorosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブラナ目 アブラナ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ☆

Cardamine fallax

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブラナ目 アブラナ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Eutrema japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブラナ目 アブラナ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ◎ ☆

Eutrema okinosimense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブラナ目 アブラナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ×

Turritis glabra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハタザオ

過去の記録はちゃんとあるのに見たことがない。花はク

リーム色，直立不動を形にしたような草姿，紛らわしい

ものはない。

［杉村］では“稀”になっているので，絶滅の可能性もあ

る。昔は珍しくなかったが，近年急激に減って絶滅の危

機。そのパターンかもしれない。

オオユリワサビ

今までユリワサビ E. tenue とされいたが，実はオオユリ

ワサビであることが明らかになった（鳴橋直弘 2000）。

この論文に隠岐の標本も引用されている。隠岐のもの

はすべて本種と思われる。

島後には点々と産地があるが，個体数はそう多くない。
島前では唯一，高崎山（西ノ島）の東側の谷に群生地
がある。

ワサビ

2016年に郡川（五箇）上流で見たものは自生と思われ

る。群生地の上流，路のない渓流内岩上にも点々と広

がっている。今後，滝の上の人の入り込まないであろう

自然林内も点検したい。

人里近くのものは，栽培起源の生き残りであることが考

えられる。

タチタネツケバナ

2011年に大満寺山で発見，島根県初と思ったが学者

が昔採集していた。大満寺山（黒崎史平 1979）。布施

神原高原がよい産地である。分布の詳細はまだよく分

からない。島前では未確認。

島根県の他の記録はない。島根に限らず，西日本では

記録が少ない。その後，西ノ島（黒木林道）と海士町

（2017）で確認。

イヌナズナ

赤禿山で何度もみているが（30年前），今は無くなっ
た。と言うより牧草が分厚くて，生育できない。県下の
記録は，［丸山］に，三瓶山と隠岐が出ているのみであ
る。

元々少ないもののようである。黄色い花のナズナといっ

た感じで，出会えばすぐに気付く。
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アブラナ目 アブラナ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Arabis hirsuta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブラナ目 アブラナ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ × ◎ ☆

Arabis serrata var. shikokiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ビャクダン目 ビャクダン科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Thesium chinense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ビャクダン目 ビャクダン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Viscum album

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ビャクダン目 オオバヤドリギ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Taxillus kaempferi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

カナビキソウ

普通種のようだし，隠岐で話に聞いたこともあるが，実

際には見ていない。

過去の記録に産地名が書いてあれば，捜しようもあるの

だが・・・。

シコクハタザオ

［杉村］には「稀に分布：太田」とあり，近縁のイワハタ

ザオ var. japonica の長尾田（五箇）の標本があるの

み。［丸山］によると，「出雲・石見部の諸高山・隠岐

（壇鏡）等。シコクハタザオとイワハタザオの中間型」。

〔指定〕　島後では稀ではない。島前は高崎山の一部の

み。平凡社の図鑑（北川政夫 1982）に従うと，シコクハ

タザオなら【北限】，イワハタザオもあれば【西限】というこ

とになる。但し，2つを区別しない立場もある。

ヤマハタザオ

似たものを山地で時に見かけるが，シコクハタザオ A.

serrata var. shikokiana やハマハタザオ A. stelleri var.

japonica のことが多く，未だに未確認。

隠岐にあるとしても，ごく稀なものだと思われる。

マツグミ

あったという話は何度か聞いているが未見。着生種に

あまり注意を払って来なかった為もあろう。マツは枯れ

てきたので，モミの大木を捜すことにする。

北限自生地は富山県でわずかに隠岐より北であるが，

石川・長野・群馬・栃木・茨城の産地は隠岐とほぼ同緯

度。しかも，この6県でレッドリストに指定。

ヤドリギ

昔は隠岐にも多かったと言うが・・・。現在，島後：4，西
ノ島：1ヶ所しか場所を知らない。絶滅に向っているよう
に思われる。2016年乳房杉（大満寺山）の前で数株を
確認した。

減っている原因が思いつかない。京都府で絶滅危惧種
となっていた。他の地域でも少なくなっているのだろう
か。
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ビャクダン目 オオバヤドリギ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Taxillus yadoriki

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 タデ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Persicana perfoliata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 タデ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○

Persicaria neofiliformis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 タデ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Persicaria praetermissa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 タデ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Persicana pubescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ボントクタデ

数年前に気付いたばかりなので（西ノ島町美田谷の溜

池），昔から多くはなかったと思う。島後でも八尾川の

近くで2-3ヶ所確認しているが，個体数はごく少ない。

［杉村］によると島根県下でもごく稀。水辺のものでもあ

るし，絶滅は間近という気がする。

ホソバノウナギツカミ

溜池など年間を通じて水の溜まっている場所には残っ
ているが，量はそう多くない。何時までも安心とは言え
ない。

何故か島前では見たことがない。似たような環境はある

のだが。

シンミズヒキ

まだ認識できていない。ミズヒキより稀であるこｊとは間
違いない。中村元屋・東郷・美田貯水池の記録（［杉
村］）がある。

ミズヒキ（別種）によく似ているので，見逃しているかもし

れない。

イシミカワ

海士町に数ヶ所の産地がある。何故か他の島では見
たことがない。青い実がなるので幼い頃から気付いて
いた。

ありふれた人里植物で，本土側では稀なものではない

という。しかし隠岐では妙に少ない。

オオバヤドリギ

昔は多かったらしいが今は稀。現状確認できているの

は，布施北谷と高尾暖地性樹林。西ノ島町別府。

〔指定〕　【北限】　分布は関東以南であるが，実質的に

は近畿以西。そして西日本でも非常に稀。
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ナデシコ目 モウセンゴケ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Drosera rotundifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ナデシコ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ★

Honckenya peploides var. major

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ナデシコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ◎

Arenaria serpyllifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ナデシコ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ △ ◎ ☆

Dianthus japonicus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ナデシコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Silene baccifera var. japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

モウセンゴケ

五箇（代）の渓流で昔見ていたが現在も僅かに残る。

五箇の久見にも産地があったようだ（写真で確認）。そ

の後（2014年）にやはり代の山中で大きな群生を観

察。宮本秀永氏の案内による。

〔指定〕　本来陽当りのよい湿原のもの，そのような環境

が隠岐にはほとんどない。［文献］は図鑑の分布図。

ナンバンハコベ

昔から隠岐ではごく稀であった。今回浄土ヶ浦で確認

したが（宮本秀永氏の案内），これで都合3ヶ所目（他

に，大津久・銚子）の出会いにすぎない。

島根県下でも少ないもののようであるが，近県ではそう

でもない。しかし，今現在の状況はよく分らない。

ハマナデシコ

昔から知夫にあると言われていて，実際に知夫（大江）
で見たこともあるが集落に近い場所なので絶対ではな
い。ただ，海食崖であったし，当時本種を栽植する習
慣もなかった。

〔指定〕　本州日本海側では稀な種である。［杉村］は

『しまねRDB』による 。不確実だが，五箇（久見）の情報

もある。知夫には必ずあると思っている，集落から遠く離

れた人の行かない海岸を捜すこと。

ノミノツヅリ

元々全国的にも多いものではない。最も最近の確認は

卯敷（布施）の小さな墓地。鬼舞（西ノ島）の断崖上に

は良い生育地がある。他に，崎（海士）・油井（都万）で

も見たことがあるが今はもうない。

最近，帰化種のネバリノミノツヅリ var. viscida が入って

来ているので（隠岐にも）要注意。車の通る道路上にあ

ればこちらの方。

ハマハコベ

記録は，五箇と平田市（［杉村］）・島根半島（［丸山］）
の他，“島根半島植物誌（宮本巌 1973）”に「森山氏に
よる，佐香」とある。“しまねレッドデータブック”にも言
及がある。

北のもので本州では，太平洋側は宮城県まで，日本海

側は島根県までに分布。軒並レッドデータの指定をして

いるが，島根県はどうしたんだろう。西南限でもあるが。
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ナデシコ目 ヒユ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ × ◎ ☆

Chenopodium stenophyllum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ヒユ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Atriplex subcordata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナデシコ目 ヤマゴボウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Phytolacca japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ミズキ目 アジサイ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ◎

Hydrangea serrata var. yesoensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ミズキ目 アジサイ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Philadelphus satsumi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

エゾアジサイ

ヤマアジサイ var. serrata との区別が問題である。隠

岐にはエゾアジサイが多いと言われ記録もそうなって

いるが，ヤマアジサイや両者の中間型も混在する。

ほとんどがエゾアジサイに見えるが，典型的なものは意
外に少ない。山陰や北陸は両変種が混在する地域で
あるようだ。

マルミノヤマゴボウ

2014年になってやっと知った。1つは五箇で採集され

た生きた標本，もう1つは中村川沿の道路際（宮本秀

永氏発見）。島根県の記録は過去に三瓶山（［丸山］）

のみだが，松江市（島根町）の最新の情報はある。

分布は，本州の関東以西・四国・九州とされるが，中国

地方には少ない。福井・長野（南部）・群馬・栃木・茨城

まで（各県レッドリスト）北上し，隠岐も【準北限】。

ハマアカザ

北方系の種で，西日本では稀になる。個体数は少なく

まばらであるが，隠岐4島共海岸に広く分布している。

島後の犬来や大久の浜には群生があった。

県本土では島根半島の記録がある。京都・兵庫では

レッドデータ種，山口県（西南限）にもあるがごく稀。太

平洋側は三重県まで分布する。

ホソバアカザ

島根県初記録。と言うより，明瞭に認識されていない種

で知らない人が多い。隠岐4島とも，何処の海岸でも丁

寧に捜せば大抵ある。海蝕崖の岩棚が好み。岸壁工

事跡などに，一時的に大発生することもある。

かつてはカワラアカザと同一視されていた。平凡社の図

鑑には別種として出ているが，「シロザにやや似ている

が，葉は薄く」は間違い。実際には“葉は厚い”。

バイカウツギ

西ノ島に一番多いという印象がある。高崎山・焼火山

他。海士でも2ヶ所で確認。島後ではごく稀。

県内でも稀とされている。むしろ隠岐は多い方かもしれ

ない。お隣の鳥取県では準絶滅危惧。なお，品種ニッ

コウバイカウツギ f. nikoensis は無視する。
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ツツジ目 ツリフネソウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Impatiens noli-tangere

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サカキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Eurya emarginata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サカキ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Ternstroemia gymnanthera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サクラソウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Lysimachia vulgaris ssp. davulica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サクラソウ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Lysimachia acroadenia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ギンレイカ

現在，島後と西ノ島で確認している。個体数はごく少な

い。ただ，元々産地が少なかったので減ったという感じ

はしない。

山地の湿地のもので，しかも日蔭に強い。急にどうにか

なるような事はないだろう。

クサレダマ

過去の記録を見ると，県内で稀なものとは思えない。し

かし，全く知らないものだ。

《RL：17》 は全国でどんどん減っていることを表している

のだろう。湿地生の植物の宿命か。

モッコク

海士の知々井岬と松島で普通に見られるが，他の場

所ではごく稀になる。海士以外では島後の都万地区で

数株確認している程度。

【北限】　図鑑類での分布は本州の「関東南部以南」と

なっているが，今回各県の植物誌を精査してこれでよい

と確信した。隠岐に次ぐ北の産地は，松江市・鳥取市・

房総半島といったところ。

ハマヒサカキ

［丸山］の記録は確実と思われる。不確実だが，隠岐

にあるという話を聞いた事もある。

現状確認出来れば【北限】自生地になるだろう。

キツリフネ

現在，島後の数ヶ所で確認できるが（五箇郡川・中村

川・…），個体数は少ない。

以前から少なかったとは言え，隠岐の記録が全くないの

は不可解！
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ツツジ目 サクラソウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○

Lysimachia fortunei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サクラソウ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎ ☆

Anagallis arvensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 サクラソウ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Samolus parviflorus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ハイノキ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ × ○ ◎

Symplocos sawafutagi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ハイノキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ★

Symplocos kuroki

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ルリハコベ

真っ青な花は子供の頃の記憶にもある。現在，島前高
校のグランドとイモグ海岸（海士）で確認できる。過去
に，豊田（山中で2ヶ所）・西ノ島（外浜の岩場）・知夫
（島津島）で見ている。

【北限】　分布に本州を含めない文献がほとんどだが，

実際には山口・島根・和歌山（絶滅危惧）の自生が知ら

れている。［文献］の隠岐は“原色日本野外植物図譜”

で，島根県では他に，高島（益田市）も出ている。

ヌマトラノオ

昔，代（五箇）の水田で一度見たことがあるのみ。当時

はそんなに珍しくはないと聞いたのだが。

湿地や水田のものなので，絶滅の可能性が高い。

クロキ

30年以上昔に，元屋（中村）の東谷で若木2，成木１本

を確認している。それ以来出会ったことがない。これの

再確認を優先したい。不確かだが，「松島（海士）に

あった」という最新の情報がある。

【北限】　分布の中心は九州で，本州は中国地方で終る
と思われる（七類港にあり）。［岡部]は元屋の事だと聞い
た。［杉村］は蛸木（都万）の無人島（神島？）からの報
告である。

サワフタギ

大満寺山頂付近に点々とあるが多くはない。ここはサ
ワ（沢）ではないが空中湿度が非常に高い。他では神
原高原で1株確認した程度。隠岐では非常に稀だと思
う。

全国に分布する普通種で，西日本では山地の高い場

所に現れる。［岡部］のサワフタギは，はるかに多くある

タンナサワフタギの誤認ではないか?

ハイハマボッス

北海道と本州（主として日本海側），及び北アメリカに

分布。全国的な稀産種として有名で，自生する全ての

地域（16道県）でレッドリストに指定されている。県本土

では2メッシュでの記録がある。

〔指定〕　隠岐には広く分布しており，特に島後では大

群生をしばしば見かける。集落周辺の湿地にもあるが，

人の行かない海辺の渓流でもよく見付かる。
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ツツジ目 ハイノキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○

Symplocos prunifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 イワウメ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ◎

Schizocodon soldanelloides var. magnus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 エゴノキ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Styrax obassia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Chimaphila japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Rhododendron lagopus var. logopus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ダイセンミツバツツジ

隠岐では高い山の上の方で，ユキグニミツバツツジに

混じってわずかに出て来る。大満寺山・鷲ヶ峯・高崎山

…。山の高さが分るらしい。

〔指定〕　島根県本土側の高地に多いもの。ユキグニミ
ツバツツジとごく近縁で，外観上は“葉柄の毛の有無”
の差しかない。

ウメガサソウ

過去に海士で2回見ていたが，最近豊田の松島で再
確認した（1株）。その後（2014.5.10）島後では初めて，
都万地区で10数株の産地を確認（宮本秀永氏の案
内）。

〔指定〕　少ないのは隠岐に限った事でもないようだ。大
山隠岐国立公園の指定種で指定理由は“稀産”。《RL：
17》

ハクウンボク

島前では高崎山（西ノ島）の上部に少数（全部で10本

ほど）ある。島後にもあることはあるらしいが，記憶が曖

昧で確証がない。

分布は全国，県内でもそう稀ではないようであるが，中

国山地沿の高地。白雲木，名前がいい…。

オオイワカガミ

島後の山地では普通種で，生育量の多いことは注目

すべきかもしれない。寒地系植物の下降分布の例とし

てよく引合いに出される（海抜数m）。

〔指定〕　本州日本海側特有のイワカガミの変種。夏緑

林帯の種であるが，低地まで進出する能力を有する。

クロバイ

［杉村］の場所は大満寺山で，当時（1983）は数も多

かったと聞くが，再発見できずにいる。県下ではクロキ

よりも稀なもののようだ。

【北限】　分布はクロキよりも広く，日本海側は福井県，

太平洋側は千葉県まで。



85

ツツジ目 ツツジ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ○ ◎ ☆

Rhododendron lagopus var. niphophilum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎ ★

Rhododendron molle ssp. japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎ ★

Rhododendron japonoheptamerum var. okiense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Monotropa uniflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Lyonia ovalifolia var. elliptica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ネジキ

[文献］は『原色日本林業図鑑』の分布図。微かに話に

聞いたことがあるような…。分布から考えると，隠岐に

いくらあってもよいのだが。

アセビも過去の文献に出て来るが，栽培からの野生化

かもしれない。「隠岐にはアセビがない」と言われてい

る。写真で見るとナツハゼにちょっと似ている。

アキノギンリョウソウ

照葉樹林の中で時に出会う。知夫以外の島で確認し

ている。量は少ないが，深山の暗い照葉林内で安定し

た環境である。

〔指定〕　［岡部］に記録なし，［丸山］に三瓶山・島根半

島の記録がない。つまりその程度の生育量。山口県で

は“絶滅危惧Ⅱ類”，鳥取県では“情報不足”。

オキシャクナゲ

ツクシシャクナゲの変種で，隠岐の固有。当初は“変

種”ではなく，ホンシャクナゲ var. hondense の“品種”

として報告された（1951）。本土側は，中国山地にホン

シャクナゲが分布する（ごく稀）。

〔指定〕　島後の山地には広く分布し，個体数も非常に

多い。ホンシャクナゲが中国地方で稀なことを思うと，不

思議な気がする。しかし，島前には全く無い。

レンゲツツジ

自生地（＝生育環境）が急速に失われている。現状確
認したのは，上西（西郷）の山地に残る廃田周辺。ここ
の個体数はかなり多い。その後（2015）西郷金峯山で
もわずかに確認。

〔指定〕　かつてはもっと広く，都万・飯田・有木などにも

あった。全国でも《RL：16》の貴重種。湿地を好む。植生

遷移や園芸採取が心配。

ユキグニミツバツツジ

秋田県から鳥取県までの日本海側に分布。隠岐は【西

限】と考えられている。［杉村］に「島根半島の一部」と

あるが場所は不明。

〔指定〕　本変種が記載されるまでは，サイゴクミツバツ

ツジ R. nudipes と考えられていた。隠岐のミツバツツジ

はすべてこれと考えてよい。特に低山地では。
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ツツジ目 ツツジ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Vaccinium oldhamii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ツツジ目 ツツジ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Vaccinium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アオキ目 アオキ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ × ◎

Aucuba japonica var. ovoidea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 アカネ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Oldenlandia brachypoda

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 アカネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ☆

Rubia chinensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナンゴクアオキ

長い間，軽視或いは忘れられていた（変種）。隠岐・美

保関・松江・岡山西部・香川・徳島を結ぶ線を境界とし

て，西側に分布する。その線より東はアオキ var.

japonica で綺麗に2つに分かれる。　【北限】

一応隠岐全域を調べてみたが，すべて本変種（2倍体）

でアオキ（4倍体）らしきものには出会わなかった。慣れ

ると外部形態の差異も明瞭。ほとんど迷う事はない。

アクシバ

隠岐では少ない。鷲ヶ峯には小群落がかろうじて健

在。久見（五箇）の産地は道路沿の岩の崖。川に沿う

明るい環境でハナゼキショウも共存。

西日本のものは，若い小枝や花柄に毛のあるケアクシ

バ var. ciliare が多いという。確かめてなかったかもしれ

ない。時に中間型も出るらしい。

ナツハゼ

島後（鷲ヶ峯山系）と西ノ島（高崎山系）で時に見かけ

るが，生育地は限られているように思う。海士の一部に

も群生があったが消滅した。

隠岐では個体数も多くはないのだが，西ノ島の耳々浦

には純林に近い群生地がある。

オオキヌタソウ

大満寺山上部で，昔出会っているが今はない。当時

同行の二人は驚かなかった。他でも見ていたらしい。よ

く目立つものだが，その後一度も見ていない。

〔指定〕　全国22の府県でレッドリストに登載。昔はともか

く，今は貴重種である。五箇村那久路横尾山（杉村喜

則 1983）の標本がある。

フタバムグラ

2006年に男池の水田で1株発見。ここだけと思ってい
たが，宇受賀（海士）の新造成地に群生しているのを
その後に知った。しかし，これは何処かからの移入かも
しれない。

島根県の情報は，「沿岸域に稀に分布」（［杉村］）しか
ない。地域によっては，田畑の周辺に普通に生えるよう
であるが，少なくとも隠岐では稀産種。過去の記録も情
報もない。
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リンドウ目 アカネ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ◎ ☆

Galium verum ssp. asiaticum var. trachycarpum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 アカネ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Galium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 アカネ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ×

Galium kinuta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 アカネ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Damnacanthus indicus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 リンドウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ☆

Gentiana scabra var. buergeri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ

隠岐では超稀産種であろう。五箇の案内で一度だけ

採集した事がある。元屋の真奥谷だったと思う。

〔指定〕　山の急斜面を水が流れ落ちるような場所で，か

なり危険だった。今も残る可能性はある。地元の山草愛

好家に訊いてみる必要がある。

アリドオシ

焼火山の南山麓，知々井岬・松島（海士）の渓流沿に

生育地がある。［岡部］は「島前（北分・大山・珍崎）」，

［杉村］は大山（西ノ島）である。島後では都万の神社

境内に僅かにあるが，植栽起源の疑いも残る。

【日本海側の北限】　太平洋側の北茨城市（絶滅危惧）

が北限自生地で，隠岐は少し負ける。日本海側は福井

県美浜町（若狭湾）で，隠岐よりずっと南。

キヌタソウ

出会えば必ず気付くはずだが未見。似ているオオキヌ

タソウ共々［岡部］・［丸山］の記録がある。

オオキヌタソウ同様山地の高い場所。簡単に絶滅はし

ないと思われるが。

クルマムグラ

大満寺山と五箇の大峯山で2014年に確認。高尾暖地

林・大満寺・中谷の記録がある（［杉村］）。［岡部］・［丸

山］にないのは見落としか？

筆者は，今までクルマバソウと思って見落としていたよう

である。

エゾノカワラマツバ

北方系で国内の分布は，北海道・本州（中部地方以

北）・四国。調べた限りでは四国4県の記録はなかっ

た。島根県下では隠岐だけに自生（［杉村］）。

隠岐では至る所に多い。普通のキバナカワラマツバ（広
義，白花・薄黄も含め）もあるような気がするが，未確
認。
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リンドウ目 リンドウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ★

Swertia tosaensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 リンドウ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－

Swertia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 マチン科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ◎ ☆

Gardneria nutans

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 キョウチクトウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ ○ ○ ◎ ★

Amsonia elliptica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 キョウチクトウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ◎

Vincetoxicum pycnostelma

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イヌセンブリ

島根県で，斐川町と西郷町（［杉村］）にあることになっ

ていて，西郷は岬地区という情報がある。湿地性の種

であるという。

《RL：42》，環境省が絶滅危惧Ⅱ類とするのも無理はな

い。

スズサイコ

明屋海岸・家督山（海士）・国賀で少数確認したが，現
在は見られない。豊田の松島が安心できる産地で個
体数も多い。冠島（西ノ島）の標本も最近確認した（深
谷治氏採集）。

〔指定〕　《RL：45》，全国に分布するが，兵庫県と長野

県を除く全域でレッドリストに指定されている。“分布域

は広いが個体数がごく少ない”というタイプの典型であ

ろう。生育環境は自然度の高い草原。

チョウジソウ

中谷入口付近で見られたが，現在もわずかに残ってい
る。もう1ヶ所環境の安定した産地があるが，これは非
公開とする。

〔指定〕　《RL：35》，残りの12県にはそもそも自生しな
い。島根県本土側では唯一，大社町に生育地があると
いう。

ホウライカズラ

松島・豊田・金光寺山・焼火山南麓で確認。松島が最

も豊富で他は少ない。限界自生地では開花結実が少

なくなるというが，松島には大木もあり何回か見てい

る。島後の記録はない。知夫の記録（薄毛）はある。

【北限】　日本海側は福井県西端部まで，太平洋側は
千葉県房総半島南部（準絶滅危惧）まで分布する。暖
かいはずの四国や紀伊半島でもレッドデータにしている
県がある。

センブリ

西郷町（岬地区？）で薬用に採集しているという話を聞

いた事がある。事実なら隠岐では貴重である。島根県

本土側では稀とは言えないが，隠岐と同緯度の各県で

はレッドリストに登載されている。

〔指定〕　イヌセンブリは苦くないので，混同することはな

いであろう。
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リンドウ目 キョウチクトウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 △ ○ ○ ○ ◎ ★

Vincetoxicum acuminatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 キョウチクトウ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎ ☆

Vincetoxicum glabrum f. viridescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

リンドウ目 キョウチクトウ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Marsdenia tomentosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナス目 ヒルガオ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Ipomoea fimbriosepala

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナス目 ナス科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○

Scopolia japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒレガクアサガオ

和名はまだ付いておらず，ヒレガクアサガオは長崎大
中西弘樹教授の仮称。近年日本に進出しつつある海
浜植物。九州北部・島根半島・福井・富山などの報告
がある。

知夫の島津島，小浜（砂利の入江）で2株を確認
（2012.9.11）。翌年の夏行ってみたら，牛が綺麗に食べ
てしまっていた。牛対策をしないと定着は難しいと思わ
れる。

キジョラン

暖地のもので隠岐ではそう多くない。西ノ島と島後では
時々見かけるが他の島ではごく稀。今はまだ大丈夫で
あるが，何処とも個体数が少なく今後の存続にやや不
安がある。

図鑑の分布は「関東地方以西」となっているが，北限は

福島県いわき市（準絶滅危惧）。隠岐と緯度が重なる茨

城県や福井県でも準絶滅危惧。何故か鳥取県では絶

滅危惧Ⅱ類で産地2ヶ所。

アオタチカモメヅル

男池・女池と都万のロンザの池に自生がある。県下で

は他に六日市町と邑智町（タチカモメヅル）の記録が

ある。隠岐では個体数は多くない。何故島根県のレッ

ドデリストにないのか？

【北限】　以下広義のタチカモメヅル V. glabrum で記

述。関西以西の分布で，近畿・四国・九州ではほぼ全

県でレッドリスト指定種。

クサタチバナ

現状確認している場所は島前：2，島後：3。まだ他にも

あるようだが，生育地は限られ個体数も僅少。県下で

は隠岐のみに生育。

中国地方では山口県のみ，近畿では滋賀・奈良県のみ

に生育。3県ともレッドリストに登録。

ハシリドコロ

有木林道終点から入った渓流にあった。他の人から教
わった場所で，その他の情報はない。現状は不明であ
る。

県本土では中国山地沿に稀，隣接県でも同様に稀。



90

ナス目 ナス科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Physaliastrum echinatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナス目 ナス科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ △ ○ ◎ ☆

Solanum japonense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナス目 ナス科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 ○ × ★

Solanum megakarpum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナス目 ナス科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ー ◎

Tubocapsicum anomalum 

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムラサキ目 ムラサキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ★

Mertensia maritima

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハマベンケイソウ

島後の複数の地区で記録されているし，現地で撮られ

た写真を見た事もある。ただ，実際に見た事はなく定

着しているかどうかよく分らない。

〔指定〕　【西南限】　北方系の種で，本州日本海側では

新潟県まで，太平洋側では岩手県までの分布とされる。

石川県で絶滅危惧Ⅰ類，福井～兵庫県までの記録も

ない。本来，島根県にあるべき種ではない。

ハダカホオズキ

珍しいというほどのものでもなかったが，最近余り見か

けなくなった。林縁のやや湿った場所を好み，山地の

渓流内でも目にする。海士（2），西ノ島（1），島後（2）

で現状確認している。

［杉村］では“稀”になっていて県下でも少ない事が分

る。

オオマルバノホロシ

隠岐の記録は［岡部］のみで，産地は「西郷（犬来）」と

なっている。湿地生の種なので場所は“男池”かもしれ

ない。他と混同するようなものではなく，自生があったこ

とは確実だが，今は絶滅の可能性が高い。

『しまねRDB』によると，三瓶山麓「浮布の池」で知られ
ていたそうである。中部以北の分布とされるが，広島・兵
庫・京都・大阪・滋賀の各府県でも僅かに確認されてい
る。

ヤマホロシ

大満寺山頂付近（2ヶ所）と近石川支流の源流付近で

現状確認している。昔，国賀でも見たが現状不明。高

崎山の記録もある（［杉村］）。

しまねRDBでは隠岐だけとなっているが，［丸山］には島

根半島が載っている。分布は全国に及ぶが 《RL：16》。

イガホオズキ

現状確認は，大満寺山頂と高崎山。［杉村］の標本も

同一場所。金光寺山（海士）にもあったが消滅した。そ

れ以外の記録も情報もない。2017年に，横尾山・焼火

山の頂上付近でそれぞれ1株を確認。

県本土側でも稀なもので，赤来・島根・美保関の記録が
ある（［杉村］）。島根半島では現在も確認されている。
その後（2016年），別府（西ノ島）の林道沿いで6本の大
株を確認。
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ムラサキ目 ムラサキ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎

Lithospermum zollingeri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ムラサキ目 ムラサキ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Cynoglossum asperrimum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 モクセイ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○

Fraxinus lanuginosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 モクセイ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Syringa reticulata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 モクセイ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎ ★

Ligustrum salicinum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オニルリソウ

今まで島後で数回見ている。現在3ヶ所で確認可能。

大きく目立つものなのに，過去の記録がないのが不思

議。記録にある，［岡部］：ルリソウ，［丸山］：ヤマルリソ

ウは別種。混同するようなものではないのだが…。

「中国山地沿にやや稀に分布」（［杉村］）ということだ

が，隠岐ではごく稀。ただ，近畿・中国には広く分布して

いるようで，特に希少種という事でもなさそう。

ホタルカズラ

現状確認できているのは，海士：1，西ノ島：1，島後：
2。昔から少なかったので，そんなに減少した訳ではな
い。ただ，生育環境を選ぶので，植生遷移の影響を受
けやすい。

〔指定〕　分布は広く北海道～九州までであるが，有り触

れたものではなく《RL：17》。隣の鳥取県でも絶滅危惧

Ⅱ類に指定されていた（旧版RDB）。

ヤナギイボタ

【北限】　分布は中国地方と九州北部に限られ，しかも
超稀産種。やや普通にあると思われるのは，島根県と
大分県のみ。通常の樹木図鑑などには名前さえ載っ
ていない。

西ノ島と島後には普通にある（海士・知夫では未確

認）。隠岐には何故こんなに多いのか？なお，国外では

韓国済州島に分布する。

ハシドイ

しまねRDBに「生育地はきわめてまれで」となっている
が，隠岐ではそれほどにも感じない。島後のあちこち
で見かけるし，島前の高崎山にも多い。焼火山でも確
認している。

〔指定〕　西日本では極めて稀。生育が明かな9県中，8

県で絶滅危惧。隠岐のものは変種マンシュウハシドイ

var. mandshurica であるが，ハシドイと分布域が同じで

しばしば混在するというので区別しないこととする。

アオダモ

［杉村］に，大満寺山・横尾山・布施の標本が出てい
る。他の情報はない。観光チラシに書いてあったりする
が根拠がはっきりしない。ヤマトアオダモと混同してい
る人もいる。

学名は品種を無視した広義。深山のものなので隠岐で

は貴重だと思う。大満寺山・横尾山を丁寧に捜すこと。

標本画像をCheckすること・・・，隠岐の山地で普通なの

はヤマトアオダモ。
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シソ目 モクセイ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ×

Ligustrum ibota

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 イワタバコ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ Ⅱ ○ ○ ○ ★

Lysionotus pauciflorus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Limnophila chinensis ssp. aromatica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Limnophila sessiliflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ☆

Dopatrium junceum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

アブノメ

水田の中で何度か見ており，それほど注目していな

かった。確実に覚えているのは海士町の保々見である

が，絶滅したであろう。年間を通じて，泥の軟らかい湿

田がなくなってしまったのが原因。

《RL：17》　種の絶滅の原因は環境の絶滅。特に，水
生・湿地生のものについては，もはや手遅れの感があ
る。

キクモ

水田の中にそう稀ではなかったが，急速に減ってい

る。島後の2-3の水田で現状確認をしているが，いつま

で保つかが問題である。

かつては島前（海士）でも見られたが，多くの水田雑草

の例に漏れず，絶滅に向っている。

シソクサ

過去の記録も情報もなかったが，2016年に今津（西

郷）の水田で僅か数個体を発見。近縁のサワトウガラ

シも一緒にあったが，いずれも生育状態は芳しくない。

取り敢えず心配なのは休耕である。

関東以西の分布で《RL：23》，決して普通種ではない。

近県では，山口：Ⅱ類，岡山：情報不足，兵庫：Ⅱ類。

関東以西に分布する暖地系の種であるが九州でも稀。

シシンラン

昔から有名であるが，今も残っているとは考えにくい。

記録のある高尾暖地性樹林も乾燥してしまった。樹幹

にコケの密生した大木を捜す事。

〔指定〕　【北限】　本来隠岐にあるべきものではない。隠
岐の南では，鳥取・京都に生育するがいずれも絶滅危
惧Ⅰ類。そして，四国・九州・紀伊半島でもやはり絶滅
危惧。

サイコクイボタ

［丸山］によると隠岐のものはすべて本種いうことになる

が，これは疑問。普通のイボタノキ L. obtusifolium が

ごく普通。県本土の情報は不明。

本州では兵庫県以西の分布となっているが，兵庫・岡

山・広島・山口と軒並絶滅危惧種。もし隠岐に自生する

のが事実なら大変。
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シソ目 オオバコ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ × ○ ★

Deinostema adenocaulum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Deinostema violaceum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ○ ◎ ★

Veronicastrum japonicum var. jappnicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎ ★

Veronicastrum japonicum var. australe

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ○ ◎ ★

Veronica ornata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

トウテイラン

世界で，京都・兵庫・鳥取のごく一部と隠岐にしか自生

しない，奇妙な種。もちろん日本固有。安定して生育し

ているのは隠岐だけかもしれない。　【北限】

〔指定〕　多いのは海岸であるが，山地の岩場でも時に

見かける。知夫は極端に多く，集落内の道端にもある。

海士は最も少なく，4地点でしか見ていない。

ナンゴククガイソウ

分布は広く，高い場所で時折見かける。島前にもある。

ただ，いつも数本程度で個体数は少なく，元気なさそ

う。以前より数が減って来ていると思われる。稀に，花

序軸にわずかに毛の出る中間型も現れる。

〔指定〕　【北限】　奈良県以西の本州・四国・九州に分

布する。環境省RDBで絶滅危惧Ⅱ類になっているの

は，西日本全域でも少ないからである。隠岐にはクガイ

ソウ もあり注目に値する。

クガイソウ

隠岐はすべてナンゴククガイソウと思っていたが，2016

年に，鷲ヶ峯と壇鏡の滝付近で少数を初確認。翌年，

高崎山（西ノ島）でも1株を採集。いずれも花序軸に密

毛があって疑う余地はない。

【西限】　クガイソウは，京都・滋賀・奈良県以東，ナンゴ

ククガイソウは，和歌山（絶滅）・奈良・兵庫県以西の分

布。隠岐ではナンゴククガイソウと共存。［文献］は『日本

の固有植物（2011）』。

サワトウガラシ

男池のごく一部で，現在も少数見られる。他では記憶

にない。過去の記録がない事を考えると，相当稀なも

のと言ってよい。その後（2016，2017），今津（西郷）の

水田で10数株を確認した。

県本土側では，稀ではないようであるがはっきりしない。
中国地方の他県にも自生はあるが，多いものではな
い。

マルバノサワトウガラシ

亀の原池（都万）で昔採集している。岸辺に広く生育し

個体数も多かった。現在は，“水鳥公園”になって環境

自体が失われた。

本土側では瑞穂町の記録があるのみ（［杉村］）。《RL：
37》　西日本で未指定は4府県のみ。その内島根以外
の3府県はそもそも自生がない。島根は指定のし忘れで
あろう。



94

シソ目 オオバコ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○

Veronica peregrina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 オオバコ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ○ ○ ○

Veronica polita var. lilacina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ゴマノハグサ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ Ⅱ ○ ○ × ◎ ★

Scrophularia buergeriana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 アゼナ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Lindernia crustacea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 アゼナ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Lindernia antipoda var. grandiflora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ゴマノハグサ

昔は水田の周囲で時々目にした。個体数は多くはな
いものの稀という感覚はなかった。現在確認できるの
は，東2ヶ所・西1ヶ所（海士）と五箇大峯山の頂上部に
数株。

〔指定〕　県本土では三瓶山周辺に残っているようであ

る（1メッシュ）。《RL:29》　環境省のレッドリストは2012年

改定版から。近年急激に減ったようだ。

イヌノフグリ

高校生の時に自宅裏の畑で，オオイヌノフグリに混

じっているのを見た。当時からごく稀だった。それ以後

他では確認していない。

しまねRDBでは“準絶滅危惧”であるが，まだ何処かに

残っているのだろうか。

ムシクサ

海士町福井の白津海岸近くで1度だけ見たことがある

（1984年5月）。水の滲んでいる岩の上だった。隠岐で

は過去の情報皆無の極めて稀なものである。

水田や溜池など湿った場所の普通種とされているが，

現状はどうなんだろう？県本土では島根半島で確認さ

れているが，稀だという。

エダウチスズメノトウガラシ

よく似たアゼトウガラシ L. angustifolia は時々見かける

が，本種に気付いたのは2010年になってからでいず

れも島後。男池・平・西田の休耕田。

従来はスズメノトウガラシと呼ばれていたが，ヒロハスズメ
ノトウガラシ var. verbenaefolia と2つに分けるようになっ
た。

ウリクサ

人家付近にごく普通に生えるものだというが，隠岐で

はそもそも稀なのか，或いは近年急速に減ったのか。

初めて出会ったのは2010年(隠岐神社外苑）だった。

翌年には宇受賀（海士）の道路際でも確認。

単に見落しているだけか？島後で人家の庭や畑近くを
調べてみる必要がある。2017年現在，まだ他の場所で
は確認できていない。海士町の2ヶ所は，近く絶滅必至
の状態。
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シソ目 シソ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Ajuga yesoensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Teucrium japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○

Clinopodium multicaule

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Mosla japonica var.  thymolifera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Meehania urticifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ラショウモンカズラ

島後で数ヶ所，西ノ島でも1ヶ所で現状確認をしてい
る。個体数もかなり多い。過去の記録がないのが不思
議である。

県本土では中国山地，稀という訳ではなさそうである。

シロバナヤマジソ

都万地区の海食崖上の岩山で小群落を発見（2016

年）。時に人の訪れる場所なので，踏まれたり剥がされ

たりする危険がある。産地はここ1ヶ所に限ると思われ

る。他にもあれば今までに気付かれているはず。

島根（島根町 & 隠岐）・山口・宮崎の3県でしか現状確

認されてないと思われる。ヤマジソ var. japonica の方が

普通であるが，それでも《RL：36》 で環境省指定の準絶

滅危惧NT。本変種は忘れたのか？

ヤマトウバナ

中谷（布施）の最上流，天然林の近くで1度見たことが

あるのみ（30年以上前）。その後の確認はできていな

いが，まだ生残っている可能性はある。

県本土側にも記録はあるが，非常に稀なもののようであ

る。

ニガクサ

少なくとも隠岐では非常に稀。現在知っているのは，

皆市・平・犬来地区の一部と時張山の4ヶ所で個体数

はごく少ない。

島前では，崎（海士）で昔1度だけ見ているが今は消

滅。よく似たツルニガクサ T. viscidum var. miquelianum

は山地にやや普通。

ニシキゴロモ

現在でも島後の深山で時々見かける。以前より減って

いるとも思えない。むしろ，［岡部］・［丸山］にないのに

驚く。確かに，多いものではないが。

本土側では，島根半島（［丸山］）・柿木村（［杉村］）の

記録がある。
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シソ目 シソ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ★

Chelonopsis moschata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 Ⅱ ○ × ◎ ★

Leonurus macranthus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Isodon longitubus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Scutellaria muramatsui

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 シソ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ☆

Scutellaria strigillosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ジャコウソウ

高崎山北東山麓の谷沿に群生地があった（30年以上
前）。最近何度か現地を訪れて捜したが確認できな
い。人の行かない深山だが，牛の放牧の影響かもしれ
ない。

隠岐では西ノ島以外の話を聞かない。県下でも非常に

稀。中国地方では岡山に少なく，残り3県はレッドリスト

に登録。北のもので西日本には少なく，《RL：12》。

ナミキソウ

浜辺専門の海岸植物。分布地は限られていて個体数

も多くはない。

2000年以降での確認は，海士：2，西ノ島：1，五箇：2，

都万：１ヶ所。《RL：22》

デワノタツナミソウ

日本海側の青森～山口県？まで分布する日本海要
素。ただし，兵庫県以西では少ないようで，隠岐に多
産することは注目に値する。［岡部］・［丸山］の記録が
ないのは奇妙。

昔の分布図（G. Murata, 1985）では，兵庫県中部から

隠岐に跳んでいた。県本土には，2004年に新記載され

たホクリクネコノメソウ S. indica var. satokoae （別名サン

インタツナミソウ）も産する。

アキチョウジ

隠岐のこの仲間はヤマハッカばかりで，他のものを見
た事がない。記録（［丸山］）が確実そうな本種を取上
げた。

本土側では多いようなので，むしろ隠岐に少ない事が

興味深い。何か理由があるかもしれない。

キセワタ

狭山牛突場近くの林道脇で，数株を確認（宮本秀永

氏の案内による）。かつて木村康信氏に自生がある事

を聞いていたが，初めて現物を見た。

〔指定〕　全国的な稀産種で《RL：40》，島根県でも消息

不明。東部の産地は消滅したという。
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シソ目 ハエドクソウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ － ◎ ★

Microcarpaea minima

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ハエドクソウ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Mmulus nepalensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ハマウツボ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ※

Aeginetia indica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ハマウツボ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ※ ★

Phacellanthus tubiflorus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ハマウツボ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎ ☆

Orobanche coerulescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キヨスミウツボ

全国的な希産種であり，島根県の初記録。西ノ島の真

野信茂氏により，焼火山参道で撮られた写真で確認。

寄生種（カシ類・アジサイ類の根）は出現場所が一定し

ないが何度も挑戦してみたい。

〔指定〕　《RL：39》　中国地方のRDBでは，島根：記録な

し，鳥取：Ⅱ類，岡山：Ⅱ類，広島：準絶滅危惧，山口：

ⅠA類。近畿地方でも全県で登載。

ナンバンギセル

島後にはあったという，複数の情報がある。宮本秀永

氏によると（写真あり）現在もあるそうである。

宿主のススキは減っていないので，減少の原因が分ら

ない。昔から，単に少なかっただけかもしれない。

ミゾホオズキ

山中の水湿地に生える。花の黄が鮮やかで目に付き

やすいので，今も残っていれば誰か気付いているはず

だが全く情報がない。

そんなに珍しいものとも思えないが，現物は鳥取県の大
山寺地区で一度見たことがあるのみ。道路際の溝に普
通にあった。隠岐に稀だったのは標高が足りないため
か？

スズメハコベ

津井の男池と大峯山（五箇）中腹の溜池でわずかに確
認している。男池は随分昔の発見で，1ヶ所だけでは
あるが密に群生していた。現在もかろうじて数株残って
いる。

〔指定〕　暖地のもので分布は関東以西となっているが，

《RL：36》　。西日本で指定していないのは，奈良・島根

2県のみ。県本土側の状況は，松江市に生育地がある

が稀，という程度しか分らない。

ハマウツボ

過去に珍崎（西ノ島）で撮られた写真を見た（1985

年）。知夫の根イ島の標本（［杉村］ 1983）が残ってい

る。2009年に知夫ウグイガ崎で深谷治氏が発見，氏の

案内で2017年に開花株（6株）を自身でも確認。

〔指定〕　島後での情報も僅かにあるが確認はできてい

ない。《RL：40》，自生があるのに指定していない県は，

島根県（益田市）と青森県のみ。減っているというより

は，元々少ないものなのであろう。
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シソ目 ハマウツボ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Siphonostegia chinensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 ハマウツボ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Phtheirospermum japonicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 タヌキモ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ －

Utricularia bifida

〔選定理由〕 〔特記事項〕

シソ目 タヌキモ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 △ △ ○ ◎

Utricularia australis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

モチノキ目 モチノキ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Ilex rotunda

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クロガネモチ

それらしい話（焼火山・島後）はあるが，確実性に欠け
る。ただし，［岡部］には「産地：島後」という注記があっ
て信用できる。とにかく捜すしかない。今も残っている
可能性は高い。

太平洋側の茨城県（北部）に負けるが，日本海側では

北限。近年は庭木として植栽されることも多いが，逃出

しているのは見たことがない。

イヌタヌキモ

油井の池に大量にある。隠岐ではもうここだけではな

いかと思われる。海士の中里の沼にもあったが，埋立

で消滅した。島後では水田にもあったという話を聞いた

が，今や可能性はない。

〔指定〕　県本土ではまだ点々と残っているようである。

全国的にも少なく，《RL：30》。［岡部］・［丸山］の記録は

タヌキモ U. vulgaris var. japonica であるが，イヌタヌキ

モの誤認と思われる。

ミミカキグサ

隠岐の記録はないが，野津大氏が五箇の代で撮った
という写真を見た。隠岐にあった事は間違いないであ
ろう。

〔指定〕　《RL：32》　生育可能な環境自体が消滅しつつ

あるのだと思われる。

コシオガマ

海士以外の島ではまだ出会っていない。海士での現

状確認は，知々井岬及び宇受賀・東の水田近くで数

株。知夫の竹島の記録が残っている（［杉村］ 1983）。

島後でも知られているがごく稀。

そう珍しいものではないようだが，隠岐では生育地が限
られている。自然度の高い山地草原のものと思うが農耕
地周辺にも出現する。草刈りの頻度が存続に大きく影
響しそうである。

ヒキヨモギ

最近の現状確認は，西ノ島：2，海士：4。島後では見て
いなかったが，2014年に中村海岸で出会った。多いも
のではないが，分布は広く急に絶滅に向うとも思えな
い。

《RL：22》　海岸近くや山地の，陽当たりのよい自然草原

を好む。
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キク目 キキョウ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Wahlenbergia marginata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○

Xanthium strumarium

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ○ ◎ ☆

Chrysanthemum okiense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Artemisia lancea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Parasenecio yatabei var. accidentalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オナモミ

隠岐に限らず，全国的に絶滅が近いと思う。東北～北

海道には多少残っているようである。子供時代にはあ

んなに沢山あったのに。万一残っているとすれば，人

の行かない人里離れた場所。

赤禿山の比較的新しい標本がある（［杉村］ 1992）。急

激に絶滅した理由は，帰化種オオオナモミとの競合で

負けたためであろう。他にも例はあるが，イヌノフグリが

同じ運命をたどっている。

ヒナギキョウ

隠岐全域に広く分布するが量は多くない。本来自然度
の高い草原のものと思われるが，集落内でも時に見か
ける。

日本海側は新潟県まで，太平洋側は茨城県まで分布。

隠岐も北限に近く，個体数の少ない事はうなずける。

ニシノヤマタイミンガサ

布施の神原高原一帯にかなりの量がある。他では未確

認。島前にも焼火山の記録がある（［杉村］ 1983）。母

変種ヤマタイミンガサ var. yatabei も共存，更に両者

の中間型も多少混じり複雑。

〔指定〕　【北限】　県本土側では中国山地の高所，広島

県境付近に僅かにある。他には，山口・鳥取で絶滅危

惧Ⅱ類，岡山はⅠ類。ヤマタイミンガサだと見なすと，

隠岐に産するのは分布上異例。

ヒメヨモギ

昔，西ノ島の仁具の浜で採集しているが，今は確認で

きない。海岸のみではなく，山の乾いた草地にもあると

いう。自然度の高い場所のものなので，他にもある可

能性はある。1ヶ所だけとは考えにくい。

［杉村］は高崎山（1983）。県本土側でも多くはないとい

う。最近，道路造成地などに帰化した同一種が入って

いるので，注意が必要である。

オキノアブラギク

【北限】　シマカンギク C. indicum の一型であるとして

認めない人もいるが，花の大きさに有意の差があると

思われる。隠岐と山口県の見島のみに産する。

〔指定〕　分類学的には同一種にされていても，生物学

的には別種という例はある（“隠蔽種”）。更に，生物学

的に同一種でも，生態型（エコタイプ）と呼ばれる，遺伝

的に固定した差異はあり得る。
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キク目 キク科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Nemosenecio nikoensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Arnica mallatopus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Aster robustus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Aster yomena

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Aster spathulifolius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ダルマギク

朝鮮半島南部と，長崎・佐賀・福岡・山口・島根（石見

地方）の日本海側海岸に生育。鹿児島県甑島にも隔

離分布がある。朝鮮半島の情報が不十分であるが，少

なくとも日本の【北限】。そして世界の【東限】。

〔指定〕　隠岐4島，場所によって疎密はあるが，海蝕崖

を捜せば必ずあると考えてよい。

ヨメナ

オオユウガギクと分けて認識されているが，今一つ腑
に落ちない。外部形態の差異は典型的なものでないと
不明瞭になるとされる。冠毛の長さで機械的に分類す
るしかない・・・。

オオユウガギクに比べ極端に少ない。どちらつかずの

中間型も出て来る。隠岐のものは全てオオユウガギクで

よいかもしれない。

オオユウガギク

【北限】　愛知県以西の分布とされている。福井県と長

野県の一部にも自生するが，それを考慮しても隠岐が

北限自生地となる。

隠岐ではごく普通な人里の雑草で，ちっとも北限自生

地らしくはない。県本土に比べ，隠岐は特に多いよう

で，その点が注目に値する。

チョウジギク

布施の深山，激減していて2013年時点でわずか2株を
確認。島根県東部の仁多町，鳥取県の大山，岡山県
の北部，この辺りが西限である。3県ともにレッドリスト
種。

〔指定〕　“Flora of Japan（H.Koyama 1995）”によると，

本州（日本海側の青森県から鳥取県まで）に分布。四

国（徳島県剣山）の情報もあるが根拠不詳。少なくとも

“徳島県植物誌”には記載がない。

サワギク

多いものではないが，島後では分布が広く昔から何度
も見ている。今でもすぐに2-3ヶ所場所が浮ぶし，大き
な群生地もある。［岡部]・［丸山］に記録がないのが不
思議である。

山地のやや湿った場所に生える。県本土側でも少ない

もののようである。
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キク目 キク科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○

Aster microcephalus var. ovatus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ △ ○ ◎ ☆

Aster ageratoides var. ageratoides f. ovalifolius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Carpesium rosulatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ◎

Carpesium cernuum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Inula salicina var. asiatica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

カセンソウ

海士では数ヶ所で見ており，4ヶ所で現状確認ができ

る。知夫（島津島）にもあったが現状不明。島後につい

ては最近撮られた写真で初確認。隠岐では徐々に減

少しているような印象がある。

山地でも見ることのあるが，主に海岸付近の湿り気のあ

る岩場。《RL：23》　中国地方でも稀であるが，レッドリス

トに挙げているのは鳥取県のみ。“レッドデータブック近

畿”では絶滅危惧Ⅰ類。

コヤブタバコ

隠岐の過去の記録がないのと，県内で “稀” とされて

いるのが不思議で取り上げた。但し，島後（原田）と知

夫（赤禿山）の標本は残っている（［杉村］）。

隠岐では山足の林縁で時々見かける。普通はヤブタバ

コ C. abrotnoides しか出現しない集落周辺でも，決して

珍しくはない。

ヒメガンクビソウ

本土側でも少ないようであるが，隠岐でも滅多にしか
出会わない。大満寺山・布施北谷・横尾山などの記憶
がある。最近，近石地区の低山でかなりの数を確認し
た。

図鑑類では関東以西の分布となっているが，実際には

東北地方まで分布する。但し，隠岐の緯度より北では絶

滅危惧の県が多い。

タマバシロヨメナ

主に，新潟県から山陰にかけて日本海側に分布する。
変化はあるが，隠岐のものはすべてこの型と考えてよ
いと思う。少なくとも，典型的なシロヨメナ群集は見られ
ない。

普通はシロヨメナの変種の扱いであるが，採用した学名

では品種になっている。面倒ならシロヨメナと区別しなく

てもよいだろう。

ノコンギク

西郷有木川の岸辺に群生があったが，現在は消滅。

昔から稀と聞いていたので，今も何処かに残っている

かどうか？絶滅している可能性がある。

時に栽培種コンギクが逸出している。花の色が淡いコン

ギクもあるので要注意。大満寺の境内に，オオユウガギ

クとの雑種と思われるものの生育地がある。
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キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎ ☆

Inula britannica ssp. japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ◎

Ainsliaea acerifolia var. subapoda

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Pertya scandens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ × ○

Pertya glabrescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Eupatorium glheni

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コウヤボウキ

全く馴染のないものだが記録がある。［文献］は図鑑の

分布図（奥山春季 1984）。

本土側では普通種のようだが，分布が関東以西なので

隠岐に少ないのはある程度納得できる。

オクモミジハグマ

本州・九州（北部）に分布するとされるが，“Flora of

Japan”では，近畿（北部）・北陸となっている（H.

Koyama）。中国地方では稀と思われるので取上げた。

島後や西ノ島では，山の高い場所の林内に普通にあ

る。海士では海抜50m地点でも見ている。

オグルマ

浄土ヶ浦に1群落があるのみ。宮本秀永氏の案内で
2013年に初めて現地確認。他では見たことがない。観
光客の歩く場所の小さな凹地1ヶ所，土を被せられたら
一溜りもない。

古い記録があるとはいえ，他の産地は考えにくい。生育

地が湿地に限られるので，あれば今までに気付いてい

るはず。島根県ではカセンソウよりも稀なようである。

 《RL：18》

ヨツバヒヨドリ

2016年に，渓流内（布施南谷上流）で数株確認。ヒヨド

リバナ類としては例外的に判りやすい種なのに過去の

記録がない。その後2017年に横尾山の尾根で巨大な

株を確認。葉はいずれも3輪生だった。

山地高所のもので，島根県本土側では中国山地沿に
現れるという（鳥取県も同様）。山口県では絶滅危惧Ⅱ
類の指定。

ナガバノコウヤボウキ

事情はコウヤボウキと同じである。似た環境で混生する

事もあるというが，葉の形がはっきり違う別種。

島根県に限らず，コウヤボウキよりは稀なもののようであ

る。
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キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ○ ◎ ★

Cirsium japonicum var. okiense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ ○ ◎ ☆

Cirsium yoshinoi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ － ◎ ★

Saussurea pulchella

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Hemistepta lyrata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Atractylodes ovata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キツネアザミ

人里の普通種とされているが，ほとんど目にしないの

で取り上げた。最近の確認は，武良トンネル中村側出

口・西郷旧飛行場・西ノ島美町宮谷の溜池。

史前帰化植物ではないかとも言われるが，絶滅が心配

される。

オケラ

知夫の島津島によい産地があったが（1980年代），松

枯れのため全滅した。その後は蛸木（都万）で1本確認

したのみ（宮本秀永氏の案内，2013）。

隠岐に確かにあったのだが，昔から稀だったようであ

る。中国地方5県を除く西日本では，ほとんどがレッドリ

ストに指定。指定してない4県も“稀”か“無し”。

《RL：22》

ヒメヒゴタイ

《RL：40》　自生があって指定していないのは，北海

道・長野県・島根県の3県。自生しないのは，埼玉・富

山・鹿児島・沖縄の4県。島根県は例外的に本種の多

い県という事になるかの？？

〔指定〕　島後には点々と分布しており， “ごく稀” という

感じではない。島前では焼火山南麓で1度確認してい

る。隠岐では海岸付近に限るのが興味深い。陽当りの

良い自然草原が海辺にしかないためか。

ヨシノアザミ

【北限】　分布は本州の福井県以西。オオバアザミ var.

amplifolium とされた事もある。但し，隠岐だけではなく

近畿北部にも分布する。

島後にはありふれているが，島前には全く無い。狭義の

ヨシノアザミとオオバアザミがどう違うのか不明。

オキノアザミ

隠岐の固有変種で全島にごく普通。1986年に京大の

小山博滋・村田源両氏により新記載された。

“Flora of Japan”で，ケショウアザミ var. vestitum の異

名に落されていて驚いた（Y. Kadota, 1995）。
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キク目 キク科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ◎

Serratula coronata ssp. insularis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ★

Sonchus brachyotus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Ixeris repens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ － × ★

Ixeris chinensis ssp. strigosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Ixeridium dentatum ssp.  dentatum f. stoloniferum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

タムラソウ

隠岐4島共に確認しているが，産地は少数で個体数も

多くはない。山地草原のものだが，徐々に減っている

ように思われる。

島前では，知夫：島津島，西ノ島：高崎山，海士：唯山，

で現状確認しているが，感じとしては絶滅寸前である。

島後も何時どうなるか分らないような状況。本土側の状

況はどうなっているんだろうか。

ハイニガナ

島後の五箇と銚子で確認。捜せばもっとありそうであ

る。島根県の記録がないのは，ニガナに含め区別して

ないためか?しかし，気付けば分けたくなるのだが・・・。

新しい学名（米倉浩司 2005）を使用したので品種に落
ちたが，従前の変種 Ixeris dentata var. stolonifera とし
て捉えたい。狭義のニガナとは，はっきり見分けが付くと
思う。

タカサゴソウ

木村康信氏に聞いた事はあるが，当時から既に「昔
は・・・」という状態であった。三瓶山・島根半島・隠岐の
記録はあるのだが（［丸山］），他の人の記録はない
（［杉村］等）。

自生のない北海道を除き，《RL：40》。元々稀な種として

知られていた。

ハマニガナ

中村の砂浜，西の島の外浜にはかなりある。他では記

憶がない。

普通種であるが隠岐に少ないのは，ある程度の規模の

砂浜が少ないためである。

ハチジョウナ

県内で確実な産地は隠岐の1ヶ所。福浦（五箇）？の

海岸だと聞いている。

〔指定〕　分布域は全国に及ぶが，北海道東北に多いと

いう。五箇付近の浜辺を捜すしかない。夏期は秋。



105

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Ixeridium sp.

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ※ ★

Crepidiastrum lanceolatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ × ★

Hololeion krameri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ○ ○ ○ ◎ ★

Taraxacum maruyamanum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

キク目 キク科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Lapsanastrum apogonoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オキタンポポ

隠岐の固有種。カントウタンポポの固有亜種とすること
もある。タンポポ類では世界でも数少ない2倍体有性
生殖種。

〔指定〕　セイヨウタンポポとの雑種が増えて，純粋の在

来種は絶滅すると心配されている。

スイラン

隠岐の記録は［丸山］のみ。行き逢えば必ず気付くよう

なものであるが・・・。自然の高い水湿地が残っている

かどうかが問題で，存続はかなり絶望的。

島根県では，中央部の中国山地に産地が1ヶ所知られ

ている。

ホソバワダン

昔から知られていたし，知夫の島津島・竹島にあること

は確実であるが，現地で確かめてはいない。実物は島

根半島の七類港で採集した事がある。

〔指定〕　【北限】　九州から日本海側を島根半島まで北

上する。四国以東の太平洋側にはワダン C.

platyphyllum とアゼトウナ C. keiskeanum が分布する。

ニガナ＜雑種＞

平地区（西郷）の休耕田に広がっている不明種。他で

は見たことがない。超稀産種ホソバニガナに似ている

が，ピッタリしない点がある。

普通のニガナでないことは確実なので，雑種（ホソバニ

ガナ×ニガナ）の可能性がある。ニガナの雑種につい

て研究している学者もいるが詳細は不明。

タビラコ

現在確認している確実な産地は，皆市（西郷）と東（海

士）の水田2枚。昔はもう少しあったように思うが。但し，

［岡部］にはない！ヤブタビラコ L. humilis のみ。

消えゆく水田雑草の一つなのではないか？普段注目さ

れないので，気付いた時には絶滅していたという事態に

なりかねない。その後（2017）平（西郷）の水田の一部で

確認。
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セリ目 ウコギ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Eleutherococcus divaricatus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ◎ ★

Bupleurum longiradiatum var. elatius

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ －

Chamaele decumbens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Spuriopimpinella koreana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Glehnia littoralis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハマボウフウ

島後中村の海岸と西の島の外浜では健在。少し大き
な砂浜であれば可能性があるが，まだ確認できていな
い。

ハマボウフウの問題よりも，砂浜自体が絶滅危惧ⅠA状
態にある。残っていたとしても，人為的な攪乱がひどす
ぎる。

ヒカゲミツバ

隠岐の記録はない。高崎山麓で昔見ていたが，最近
頂上近くに広く生育していることに気付いた。分布は
高崎山に限られるように思われるが個体数はかなり多
い。

県下では中国山地にあるようだが，山口県では絶滅危

惧種になっている。京都府でも準絶滅危惧。深山の木

蔭のもので，分布は関東地方以西・四国・九州となって

いるが，新潟県と福島県にも記録はある。

セントウソウ

普通種。隠岐にもなければならないが未確認。話に聞

いたこともない。

山地の日蔭，小さい，セリ科で花が一番速い（4月上

旬）。早春に林内を注意して捜す事。

ホタルサイコ

海士で3ヶ所，西ノ島で3ヶ所確認している。西ノ島の

三度の記録もある。最も安心なのは，松島（海士）と高

崎山。いずれも人が立入らぬ場所で，環境が安定して

いる（極相状態）。何故か島後では情報がない。

〔指定〕　西日本で自生するのは8県に限る，三重県
（稀）以外はレッドデータに指定。中国地方では隠岐だ
けと思ったが，広島県に戦前の記録があり近年再発見
された。

ケヤマウコギ

「隠岐に多い｣ことはよく知られている。本土側は中国
山地沿で少ない。例えば，山口：絶滅危惧，広島：稀，
岡山：稀。『レッドデータブック近畿－2001ｰ』にも登録
されている。

島前・島後共にあるが，特に島後では普通に見かける。

小川沿など湿り気のある場所が好み。
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セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Dystaenia takeshimana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ★

Dystaenia ibukiensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Angelica decursiva

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ △ ○ ○ ○ ◎ ★

Angelica sachalinensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリ目 セリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. pubescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

セリモドキ

本州の日本海側を青森県から兵庫県まで分布，そこ

から隠岐へ跳ぶ。兵庫・京都では準絶滅危惧。最近広

島県の帝釈峡でも発見さたれ（準絶滅危惧）。島根県

本土には自生がない。

島後では広く見かけるが，都万の那久周辺が多いよう

に思う。島前では西ノ島の高崎山系でやや普通。海士

（知々井岬）にもわずかに残る。

タケシマシシウド

現在海士町だけの確認で，豊田・宇受賀・北分・崎の

4ヶ所の生育地がある。昔から，増えもせず減りもせず

同じ場所に細々と存続している。土地の造成工事など

で一時的に大増殖することはある。

〔指定〕　日本固有のセリモドキが，離島鬱陵島（韓国）

において固有の進化を遂げたと考えられていた。今のと

ころ，日本では隠岐でしか確認されていない。

ケエゾノヨロイグサ

2016年，津戸（都万）のエゾノヨロイグサ 群集の中に混

生しているのに気付いた。葉裏に密毛があり，差異は

“毛の多少”ではなく “毛の有無”である。

品種ではあるが，北海道以外では，栃木県で知られて

いるのみ。

エゾノヨロイグサ

産地は蛸木～津戸周辺に限られる。狭い範囲ではあ

るが，数ヶ所の群落が知られ個体数もかなり。慎重に

同定したが，ミチノクヨロイグサではない。2016年に都

万地区狭山でも1株を確認。種子が運ばれたか？

〔指定〕　北海道・本州（栃木県以北の主に太平洋側）
に分布。近くでは伯耆大山に知られている。変種ミチノ
クヨロイグサ var. glabra は，青森県から福井県までの日
本海側。

ノダケ

珍しいものではなく過去の記録もあるが，まだ確認でき

ていない。何故なのか不思議な気がする。特徴が強く

他と混同するようなものでもない。

これはどうしても見付けなければならない。山地のもの

で急に減ったとも思えないのだか…。
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セリ目 セリ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ △ ◎ ★

Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. saninensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 ガマズミ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 準 ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Viburnum carlesii var. bitchiuense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 ガマズミ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ ☆

Viburnum sieboldii var. obovatifolium

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ☆

Scabiosa japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ × ◎ ☆

Valeriana fauriei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

カノコソウ

西ノ島の高崎山系では普通に見られる。島後も分布が

広く決して稀ではない。『しまねRDB』に載っているの

が不思議なくらいである。

県本土側では減っているのだろうか。全国的には稀な

種とされており，21の府県でレッドデータになっている。

マツムシソウ

「五箇の大峯山にあったらしい」という不確実な情報だ

けだったが，［杉村］の記録に「西郷」となっていて少し

安心。ただし，現在もあるかどうかは分らない。

〔指定〕　他に三瓶山の記録があるが（［丸山］，［杉

村］），島根県ではごく稀なもののようである。　《RL：30》

マルバゴマギ

［杉村］には言及されていない。標本集に島根県唯一

の標本（大満寺山，1978）があるのみ。ただ，隠岐のも

のはマルバゴマギだという噂はある。本来のゴマギ

var. sieboldii があるのは確かだが…。

典型的なマルバゴマギはまだ確認していない。ただ，葉

の大きさや形では，マルバゴマギ的なものが普通に見ら

れ，“中間型”かもしれない。

チョウジガマズミ

今まで確認した場所を列挙する。それぞれ狭い範囲で

あるが。島前では，知々井岬・松島・明屋海岸・豊田。

島後では，油井・大久・布施海岸・重栖・鷲ヶ峯。松島

が良い産地で，2mを越える独立木もあった。

〔指定〕　【北限】　ただし朝鮮半島中部にもある。県内

では立久恵峡に少産。広島・岡山・香川・愛媛・福岡県

のごく一部にも見られる。全ての県でRDB登載。対馬の

ものは朝鮮南部と共通のオオチョウジガマズミ。

サンインヨロイグサ

過去の記録は全て，シシウド A. pubescens var.
pubescens と見なしている。サンインヨロイグサが未記
載であったことに加え，シシウドの範囲がやや曖昧で
あったのが原因であろう。

シシウド A. pubescens とは，葉裏が全く無毛である点で

区別できるが，果実の油管の配置は一層明瞭に異な

る。果実のみではエゾノヨロイグサ或いはミチノクヨロイ

グサ A. sacahlinennsis var. glabｒa を思わせる。
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マツムシソウ目 スイカズラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○

Abelia spathulata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Weigela hortensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ×

Lonicera gracilipes

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Lonicera morrowii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツムシソウ目 スイカズラ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎ ★

Lonicera vidalii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

オニヒョウタンボク

奇妙な隔離分布をし，群馬・長野・広島3県の一部と隠

岐諸島にある。近年になって，岡山・福島県でも発見さ

れたが“ごく稀”。いずれの県のRDBにも登載されてい

る。国外では朝鮮半島南部に分布。

〔指定〕　島後には普通にあり絶滅の心配を感じない。

西ノ島では焼火山と高崎山，海士にもわずかにある（金

光寺山頂）。最近岩手県でも数株確認され，絶滅危惧

Ⅰ類の扱い（植物研究雑誌，高橋大等 2013）。

ヒョウタンボク

日本海側の分布は，東北～北陸と南下し隠岐に達す

るが，石川県辺りから急に少なくなる。山陰海岸では鳥

取県東部の兵庫県境付近から，山口県萩市まで跳び

島根県沿岸にはない。

〔指定〕　鳥取・山口両県で絶滅危惧。萩市が日本での
西限。隠岐4島共に，海岸線でやや普通に見られ，個
体数も多い。

ヤマウグイスカグラ

［丸山]以外の情報として，木村康信氏から「赤禿山と

宇賀（西ノ島）にあった」と聞いたことがある。当時既に

消えてしまっていたが。

島根県内では稀なものではなさそうである。なお，変種

ウグイスカグラ var. glabra は同一視する。

タニウツギ

「都万目（西郷）にあったが今はもう…」と木村康信氏

から聞いていた。やっと最近になって，銚子ダムの切

取崖2ヶ所で目にすることができた。自生だと断定もで

きないが，工事に伴う移入にも見えない。

中谷（布施）の奥の渓流沿で群生を確認（2015年）。ここ
は以前から知られていたそうである。とても植栽するよう
な場所ではない。なお，県本土側では普通種のようであ
る。

ツクバネウツギ

一目で分るようなものだし，深山幽谷に生えるわけでも
ない。あれば気付くはずなのだが…。余程稀なのだろ
う。［文献］は，『原色日本野外植物図譜』。疑うことは
できない。

本種及びタニウツギ・ヤマウグイスカグラの3種は，分布
上隠岐にあって当然。むしろ稀なのが不思議。逆に，
ヒョウタンボクとオニヒョウタンボクは，隠岐にある事が不
思議。
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ヒカゲノカズラ目 ヒカゲノカズラ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ⅠB ○ ○ ○ ○ ★

Huperzia sieboldii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イワヒバ目 イワヒバ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Selaginella tamariscina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イワヒバ目 イワヒバ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Selaginella shakotanensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イワヒバ目 イワヒバ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ － ○ ◎

Selaginella heterostachys

〔選定理由〕 〔特記事項〕

イワヒバ目 イワヒバ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Selaginella involves

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒモカズラ

2006年に鷲ヶ峯の断崖岩頭で発見。特異な環境なの

か，ここには日本新産のコケもある。西日本では，広島

県比婆山・京都府青葉山・奈良県大峰山・鳥取県三徳

山に次ぐ5地点目の産地。

〔指定〕　本来の生育地は中部地方以北の亜高山から
高山の岩場。西日本での極端な“隔離分布”は昔から
有名である。鷲ヶ峯の産地も個体数はかなりだが，ただ
1ヶ所に限られる。

イワヒバ

産地は限られ個体数も多くはない。島前では松島（海
士）・三度・高崎山（西ノ島）でしか見たことがない。島
後にも数ヶ所の産地が知られているが，未だ確認出来
ないでいる。

〔指定〕　日当たりのよい岩上を好む。霧のかかる断崖
があれば可能性がある。栽培されるので，盗掘の被害
を受けやすい。

ヒモラン

隠岐の自生が信じられないような種。高尾暖地性樹林

にあったという栽培品を五箇で見たことがある。小泉源

一博士採集（1924年）の標本が京大に残っている。

隠岐に最も近い産地は福岡県（記録のみ）。日本で現

状確認が出来るのは，高知・愛媛・宮崎・熊本・鹿児島

県のごく一部のみ。

カタヒバ

同属のイワヒバ S. tamariscina も多いものではないが，
こちらの方が産地が限られ絶滅の心配が強い。中村
川と春日川の渓側に群生があるが，他ではごく稀で個
体数も極少。

南方系の種で隠岐は北限に近い。大満寺山・壇鏡滝，

島前では焼火山（山本広，1980）の記録が残っている。

ヒメクラマゴケ

【準北限】　隠岐が北限であったが，その後（1995）僅

かに北（20km？）の石川県加賀市曽宇町で発見され

た。その南の福井県では絶滅危惧Ⅰ類。依然として隠

岐産の重要性は減っていない。

過去の記録は，大満寺山（岡国夫，1966）・西ノ島町波

止（南敦，1983）のみ。［岡部］・［丸山］の，タチクラマゴ

ケ S. nipponica は本種の誤認と思われる。渓流辺の岩

上で時々見かけるが多いものではない。
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ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 × ◎ ★

Ophioglossum thermale

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ☆

Ophioglossum vulgatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

不 △ ◎ ★

Ophioglossum petiolatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ◎

Botrychium virginianum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ × ○ ◎ ★

Botrychium strictum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナガホノナツノハナワラビ

中村川上流の1地点に4-5株が生育。古くから隠岐に

あることは知られていたが，2007年に初めて確認。道

端なので人為的な攪乱が恐怖。他には，南敦氏の記

録がある（卯敷～布施，1983.4.29）。

〔指定〕　隠岐以外の島根県の記録はなく，中国・四国・

九州での産地は10ヶ所程度。中国地方では「鳥取：1ヶ

所（確認できず），山口県：現状不明，広島県：1ヶ所，

岡山県：1株」。　《RL：19》

ナツノハナワラビ

県下では稀とされているが，島後では時々出会う。渓

流沿の林内にあって，取りあえず絶滅の心配はなさそ

う。しかし，生育地・個体数とも多くはない。

島前ではかつて西ノ島の美田谷で一度見ただけ，［文
献］は，山本広（1980，隠岐神社）であるが現状不明。
群生しないので気付きにくいが，中村川中流の旧道が
良い産地。　《RL：11》

コヒロハハナヤスリ

2011年に豊田神社（海士）境内の大きな群生に気付

いた。『しまねRDB』には「情報不足： 生育する場所も

あるが、県下での分布状況の詳細は把握できていな

い」（柳浦・杉村）とある。

近県では「鳥取：絶滅危惧，山口：やや稀，広島：ごく

稀，岡山：稀」。［杉村］の大満寺山の標本（1983）は，画

像で見る限り不明瞭ではっきりしない。　《RL：18》

ヒロハハナヤスリ

過去に西ノ島2ヶ所・海士1ヶ所で見ているがあるが今

は消滅。2005年に西ノ島耳々浦海岸付近で再確認し

た。現在もわずかに残っているが，牧場化され牛が踏

み荒して絶滅は必至。

〔指定〕　島後ではまだ見たことがないが，中村（杉村喜

則）・大満寺山（奥山春季，1944）・都万村西里（岡国

夫，1967）の記録がある。　《RL：23》

ハマハナヤスリ

大満寺境内の庭で2012年に初確認。径3mほどの密な

群生。他に山陰での確実な記録はない。よく似たコハ

ナヤスリ（推定雑種）との区別が難しいが，本品の同定

は『標準図鑑 2016』。

〔指定〕　《RL：31》　全国的にも超稀産で主に太平洋側
に分布する。『しまねRDB』によると「県西部で採集され
たとの情報があるが，現状は把握できていない」（柳浦
正夫）。
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ハナヤスリ目 ハナヤスリ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Botrychium ternatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

マツバラン目 マツバラン科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ 準 ○ × ○ ★

Psilotum nudum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コケシノブ目 コケシノブ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

◎

Vandenboschiaxstenosiphon 

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コケシノブ目 コケシノブ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Crepidomanes latealatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コケシノブ目 コケシノブ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ × ◎

Crepidomanes minutum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

フユノハナワラビ

全国に広く分布し，かつては隠岐でも低山地にやや普
通に見られた。しかしこの頃は産地が減って簡単には
見つからなくなった。このまま減少傾向が続けば危険
である。

ここ数年で確認出来たのは僅か4地点。昔はオオハナ

ワラビ B. japonicum の方が少なかったが，最近は逆転

してオオハナワラビが増えて来た。里山が放置され林

床が暗くなった影響もありそうである。

ウチワゴケ

『しまねRDB』のⅡ類であるが，隠岐ではそれほど稀で

はない。解説にある「隠岐諸島を除く県内各地に若干

の生育地がある」は事実に反する。

何故か島根・鳥取両県の標本は確かに少ないが，［岡

部］・［丸山］にもちゃんと記録がある。他種と間違えるよ

うなものでもない。

アオホラゴケ

隠岐ではウチワゴケより稀だと思われる。確実に覚えて

いる産地は，美田谷（西ノ島）と北谷（布施）。

大満寺山（野津良知 1957）・布施中谷（杉村喜則

1990）の記録がある。

コハイホラゴケ

かつてハイホラゴケとされていたもの。 雑種： ハイホラ

ゴケ V. kalamocarpa×ヒメハイホラゴケ V. nipponica と

推定されている。山地の渓流内の岩上で稀に見かけ

る。確認標本は近石川上流で採集。

新分類体系を発表した（2009）海老原淳博士の同定に
拠る。ハイホラゴケよりはるかに多く，全国に広く分布す
る。隠岐に真のハイホラゴケがあるかどうかは，現在調
査不十分。

マツバラン

［丸山］にはあるが詳細不明。文献では，奥山春季

（1984）・杉本順一（1979）に出て来る。

〔指定〕　全国的な稀産種。本州日本海側ではほとんど
知られていない。島根半島の大社町が東限と思われ
る。
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コケシノブ目 コケシノブ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ※ ☆

Vandenboschia x stenosiphon 

〔選定理由〕 〔特記事項〕

サンショウモ目 デンジソウ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

絶 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ★

Marsilea quadrifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

サンショウモ目 サンショウモ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ⅠB △ △ × ○ ◎

Azolla japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヘゴ目 キジノオシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎ ☆

Plagiogyria matsumurana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 コバノイシカグマ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Dennstaedtia hirsuta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤマソテツ

布施の北谷がほとんど唯一の産地。他には，高尾暖地

性樹林で1株だけ見たことがある（2006）。

西日本では，山岳地帯の高地に分布が限られる。隠岐

では［丸山］の記録のみ。

オオアカウキクサ

30年前頃までは水田に大量に発生し強害草として嫌

われていた。急激に減ったのは水田を乾かすように

なったため。最近まで海士や西ノ島の一部に残ってい

たが，ほとんど見られなくなった。

島後で最近見られるものは，外来種の可能性が強い。

外来種の同定は困難なので，忘れ去られたような山間

の放棄田に期待したい。［岡部］・［丸山］ではアカウキク

サ A. imbricata となっているが大いに疑問。

デンジソウ

油井の池には最近まであったらしいが見ていない。油

井の池自体は残っているので不思議な気がする。しか

し，水草なので絶滅した可能性も高い。

全国46都道府県のレッドリストに挙がっていて，こんな
例はあまりない。例外の富山県には元々自生記録がな
い。

ハイホラゴケ

過去の記録は旧分類によるもので，コハイホラゴケとの

混同の可能性が強い。確認は『シダ標準図鑑』のプ

ロット（島後）による。

『シダ標準図鑑』によると，純粋なハイホラゴケは太平洋

岸の暖地に限られるという。もし隠岐にあったとしても，

コハイホラゴケより更に稀であろう。

イヌシダ

全国的な普通種で隠岐 4島共にあるが，妙に量が少

なく珍しく感じる。以下は，今までに確認した場所の

数。海士 2，西ノ島 2，知夫 1，島後 1。

生育に適した環境が少ないのかもしれない。陽当りのよ

い乾き気味の斜面や岩場。



114

ウラボシ目 コバノイシカグマ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Dennstaedtia scabra

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 コバノイシカグマ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Dennstaedtia scabra f. glabrescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 コバノイシカグマ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎

Microlepia marginata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 イノモトソウ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Coniogrammexfauriei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 イノモトソウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 × ◎ ★

Pteris wallichiana

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナチシダ

2006年に近石川上流で発見。近石川（2ヶ所）と高崎

山（西ノ島）にそれぞれ2-3株生育している。場所が限

られ個体数も極めて少ない。都万目（西郷）入口の群

落は2007豪雨災害で消滅。

〔指定〕　【北限】　日本海側は福井県西南部，太平洋
側は房総半島南部まで分布する。両県ともに絶滅危
惧。

イヌイワガネソウ

雑種：イワガネゼンマイ×イワガネソウ。都万目（西郷）
山中の湿地付近で一度だけ採集。北海道を除き全国
に広く分布しているので，比較的できやすい雑種と思
われる。

筆者は捜して来なかっただけだが，ともかく隠岐の記録

はない。［杉村］には「稀産・美保関」となっていて，県下

でもごく稀なものということになる。

フモトシダ

隠岐では非常に稀。今までに出会った場所の総数，

西ノ島：3，島後：3で個体数も極少。わずかに知夫村

の記録もある（佐野俊和 1985）。

かなり広くあったのは，布施南谷の発電所上。しかしま

ばらで“普通にある”という印象ではない。

ウスゲコバノイシカグマ

母種コバノイシカグマと同様の分布をもつが，より稀で

あるとされている。時張山系と大満寺山系で1ヶ所ずつ

確認しているものの個体数は極めて少ない。単に毛の

有無だけでなく，母種とは葉形にも差がある。

“Flora of China”では，変種 var. glabrescens となって

おり，更に「著者の一人（芹沢俊介）は，独立種と見なし

ている」との注記がある。『標準図鑑』にも独立種とする

見解への言及がある。

コバノイシカグマ

隠岐では稀で，過去の記録がない。時張山と大満寺

山の一部にかなりよい産地があるものの，今後の植生

遷移が危惧される。初確認は小敷原山麓であったが

（1984.7.21)，ここにはもうない。

鷲ヶ峯山系でもわずかに見ているが，場所は限られて

いる。全国的な分布域も，イヌシダやフモトシダより遙か

に限定的である。
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ウラボシ目 イノモトソウ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎ ☆

Pteris nipponica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 イノモトソウ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Adiantum pedatum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 イノモトソウ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ★

Haplopteris flexuosa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 チャセンシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎ ★

Asplenium tripteropus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ヒメシダ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ － ○ ◎

Thelypteris laxa

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クジャクシダ

今までに見た場所は，西ノ島(5)・海士(1)・島後(1)。島

後では他に，都万路・中村川・横尾山の標本が残って

いる。現状確認できるのは高崎山系の3ヶ所，貧相な

のが数株づつある。以前より急速に減ている。

寒地系の種で西日本では高い山のもの。分布はほぼ島

根県まで。山口県と四国4県で絶滅危惧。九州唯一の

産地福岡県では絶滅。

マツザカシダ

過去の記録は，西郷町中村（1971）の一例のみ。島後

では広い範囲で時々見かけるが個体数は多くない。島

前では西ノ島の耳々浦周辺でしか見ていない。

分布は“千葉県以南”とされていたが，近年宮城県や石

川県でも発見された。ただし，両県とも絶滅危惧Ⅰ類。

隠岐の緯度では稀産種である。

ヤワラシダ

普通種のようであるが，隠岐では場所が限られていて

中々お目にかかれない。今まで島後の3ヶ所でしか見

たことがない。平（西郷）と時張山によい産地がある。

過去に，中村（山本広 1973）の記録もある。捜せば他に

もると思われる。その後（2014），布施南谷の発電所タム

付近で出会った。

イヌチャセンシダ

近石川の支流で群生地を発見（2013）。他にもあるか

どうかは，まだ調査不足。過去の記録は，有木川（岡

国夫 1966）が唯一のもの。島根半島にも知られるが，

他県の生育地は島根半島の緯度では数ヶ所だけ。

隠岐は【北限】と考えてよい。例外的に秋田県に1ヶ所

産地があるが（絶滅危惧），これは極端な隔離分布。シ

ダでは時にこういうことが起こる。その後（2017），中村の

高尾暖地林入口付近で群生地を発見。

シシラン

［丸山］以外の記録ははっきりしない。 『しまねRDB』

に「隠岐諸島では記録はあるが，現状は不明である」。

何処で・何時・誰が見たのか？

隠岐に現存すれば日本海側の北限となり分布上重要。
岩や樹幹の着生種なので，まだ絶滅と決ったわけでは
ない。
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ウラボシ目 ヒメシダ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Thelypteris glanduligera

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ヒメシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎

Thelypteris palustris

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ヒメシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ◎ ★

Thelypteris interrupta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 イワデンダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ◎ ☆

Woodsia polystichoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 コウヤワラビ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Onoclea sensibilis var. interrupta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コウヤワラビ

末路川（都万）沿の杉林内に十数株が生育。隠岐の初

記録であり，恐らくこの場所が唯一の生育地であろう。

島後の長岡桂太郎氏が発見したもので，教わって

2017年に現地確認した。

やや冷涼な気候を好む湿地生の種。西日本では，分布
が中央山地の高所に偏る。但し，低地にも現れることは
ある。

イワデンダ

高崎山の仁具奥は以前から知っていたが，最近見え
なくなった。2013年になって油井発電所のタム付近で
確認。その後（2016）高崎山の東山麓でも確認。いず
れも個体数は極少。

［文献］は，中村（岡国夫 1966），知夫（佐野俊和

1985）。特に西日本では，産地も個体数も少ないシダ。

島根県でも稀だが，近くでは山口・鳥取・岡山・京都で

レッドリストに登載されている。

テツホシダ

津井（西郷）の男池と女池に古くから知られているが，

量はそう多くない。他にはない。県本土側でもごく稀。

日本海側では島根県のみ

〔指定〕　【北限】　隠岐と同緯度の福井県の一部に自生
があったが，近年絶滅したそうである。太平洋側は静岡
県で止まる。全国的な稀産種　南のものだが九州でも
軒並みレッドリスト種。

ヒメシダ

湿地生のシダで，津井の男池・女池と都万のロンザの

池に生育する。生育状況はまずまずであるが，湿地の

ものは常に消滅の危険がある。

大昔，亀の原池（都万）近くの水田で見たことがある。

［岡部］・［丸山］とも記録がないことに驚く。確かにありふ

れたものではないが。

ハシゴシダ

海士では時々見ていたが他の島では出会ったことが
なかった。やっと2011年になって，島後の平地区で群
生地に行き当った。西ノ島・知夫では確認できていな
い。

［岡部］・［丸山］にもないように，個体数はごく少ない。

現状確認したのは，海士の金光寺山・知々井岬と島後

の平（西郷）。［文献］は，山本広（1980，隠岐神社・家督

山），佐野俊和（1985，知夫）。



117

ウラボシ目 コウヤワラビ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ －

Onoclea struthiopteris

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 シシガシラ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ○ ◎

Woodwardia orientalis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○

Athyrium yokoscense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎ ☆

Athyrium deltoidofrons

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ◎

Athyrium x multifidum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

クサソテツ

［岡部］・［丸山］にあるのに驚く。それらしきものを見た
ことも聞いたこともない。あっても不思議はないのだ
が。北のものなので，あるとすれば山の高い場所だろ
う。

自宅で山菜として栽培しているが，始末に困るほとよく
殖える。松江の市街地で見たことがあるが，これは栽培
品の逸出。

コモチシダ

何故か海士には多いが，他の島ではごく稀。記録も含
めた産地数は，島後(3)・知夫(1)・西ノ島(1)・海士(10以
上)。

暖地系のシダで日本海側には余り多くない。海辺に強

いシダの一つである。

ヘビノネゴザ

普通種だと言うがまだ見ていない。或いは，外観の似

ている他種イヌワラビ等と思い込んで見逃している可

能性もある。［杉村］は焼火山の標本（1983）。

取り敢えず，神社仏閣の屋根kら雨だれの落ちる場所を

チェックすること。

サトメシダ

2012年に平（西郷）で発見。これが隠岐での初記録。

次いで（2013）大満寺境内の池周辺で採集。

平地区では絶滅寸前，大満寺山のは生育状態はいい

が，1ヶ所だけで人為的な干渉を受けやすい場所。

オオサトメシダ

平林道（西郷）奥の杉林に1株。雑種： サトメシダ×ヤ
マイヌワラビで，片親のサトメシダは数十ｍ離れた場所
にある。

サトメシダより先にこちらに気付いた（2012）。一見ヤマ
イヌワラビ風であるが，小羽片の形やソーラスの着き方
が異なる。島根県には3点の標本（平田・横田・六日市）
の標本がある。
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ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎ ☆

Athyrium iseanum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Athyrium oblitescens

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Cornopteris decurrenti-alata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ◎ ★

Anisocampium sheareri

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ◎

Diplazium wichurae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

サキモリイヌワラビ

海士町の家督山頂に群生があったが，牧道工事で消

滅。2014年になって，知々井・保々見地区で計4株を

確認。［杉村］は，横尾山（1983）の標本。

能登半島から山口県までの本州日本海側に分布が集

中する日本固有種。［文献］は『日本の固有植物』

（2011）のプロット。

シケチシダ

30年以上前，近石川入口付近（農耕地）で見ていたが
今は消滅。支流の源流近くで，やっと小群集を再発見
（2010）。いつ絶滅してもおかしくないような状況にあ
る。

［丸山］の記録は，やはり近石川沿ではないであろう

か？そう思わせるほど隠岐では稀。その後（2014）都万

目奧山林の小祠の境内でも僅かに確認。

ウラボシノコギリシダ

2012年に深谷治氏が焼火山で発見。10株ほどあるが

元気はよくない。過去には唯一，都万（山本広 1980）

の記録がある。隠岐では非常に稀なもの。

〔指定〕　暖地系のもので，隠岐の緯度より北にはあまり

産しない。分布は北陸まで達するが，石川・新潟両県で

は絶滅危惧種になっている。

ノコギリシダ

海士では松島・御波・知々井・須賀，西ノ島では大山・
耳々浦で確認している。しかし，場所は限られ群落の
規模も小さい。最近，島後の中谷（布施）で採ったとい
う標本を見た。

山陰地方の海岸寄りには普通にあるようだ。暖地系の

シダで隠岐より北の産地は，能登半島先端部及び茨城

と福島の県境付近に限られる。

ホソバイヌワラビ

大満寺山の登山道沿いにあるが非常に少ない。西郷

平地区の妙顕寺に至る林道が最も良い産地。その他

では未だ見ていない。

長く隠岐の自生が知られていなかったが，筆者が大満

寺山登山道で発見。その後（1984）佐野俊和氏が知夫

村で採集。渓流沿などやや湿った場所を好む。
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ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

ー ◎

Diplazium squamigerum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Diplazium nipponicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Diplazium chinense

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○

Deparia dimorphophylla

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Deparia petersenii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒカゲワラビ

西ノ島町別府の集落付近で2016年に，ただ1株を確

認。他の情報としては，海士町・焼火山（杉村喜則

1991）と知夫村（佐野俊和 1985）がある。隠岐は北限

に近いので，島後での生育は期待できないかも？

【準北限】　オニヒカゲワラビより分布が南へずれ，隠岐

では冬に枯れる。兵庫県・京都府では絶滅危惧に指

定。島根県下でもオニヒカゲワラビ同様に稀。

セイタカシケシダ

［杉村］に，「稀産。西ノ島-耳々浦，六日市-鹿足河

内」とあるのみ。ただ，氏の「標本集」によると本土側で

は，他に数ヶ所の産地がある。

『日本のシダ図鑑』の分布図では，島根県の標本は津
和野町産1点のみ。但し，隠岐にあってもおかしくはな
い。特徴の強いものなので，見逃す可能性は少ないと
思われるが･･･。

ナチシケシダ

【北限】　［杉村］による県内の産地は，海士町・大社

町・伯太町のみ。他には，西ノ島（南敦 1983）の記録

がある。実は，隠岐全域に産地がありそう稀ではない。

ただし大型の4倍体の方。

隠岐の南では，埼玉・東京に若干の産地がある。島根

半島以西の日本海側にはほとんど分布しない。京都府

には2ヶ所しかないという（光田重幸）。

キヨタキシダ

隠岐の過去の記録がないのがやや不思議。大満寺登

山路にポツポツと見られる。特に北側の登山路の入口

付近。中谷，中村東谷などにもあるが個体数は1～2株

という印象。群生はしないようだ。

山地の湿った場所のもので，隠岐に少ないのは標高が

足りないためであろう。生育地は環境条件の安定した場

所であるが，決して安泰とは思えない。自然消滅した場

所もある。

オニヒカゲワラビ

近石川上流と銚子川流域の一部に大群生があるが，
他ではほとんど見ない。五箇郡川（2016）・都万目
（2014），海士町知々井岬（2013）で数本ずつ確認して
いる。

島根県下でも稀で，全国的にもそう多くはない。渓流沿

など空中湿度の高い場所に生える巨大なシダ。初めて

の出会いは布施の中谷入口だったが今はもうない。
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ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ☆

Deparia pseudoconilii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎

Deparia conilii x D. japonica

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎

Deparia japonica x D. petersenii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ☆

Deparia conilii x D. dimorphophylla

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 メシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ◎ ★

Deparia dimorphophylla x D. pseudoconilii var. pseudoconilii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

コセイタカシケシダ

雑種： ホソバシケシダ×セイタカシケシダ。島根県初
記録（2014）。焼火山の頂上付近の路沿いに点々と続
いている（10数m）。セイタカシケシダは島根県ではごく
稀。

［文献］は『シダ標準図鑑』。分布は，石川・富山と埼玉

県以南。山陰地方の記録はない。

セイタカフモトシケシダ

雑種： セイタカシケシダ×フモトシケシダ。焼火山頂上

の尾根，照葉林内に径2mほどの群落がある。両親種

はいずれも島根県では超希産。

［文献］は『シダ標準図鑑』。西日本では，兵庫・岡山・

広島・福岡県の記録があるのみ。タマシケシダ（シケシ

ダ×フモトシケシダ）に要注意。

フモトシケシダ

［杉村］による高尾暖地性樹林（1990)が隠岐唯一の記

録。日本海側では希産であるが，焼火山にはフモトシ

ケシダの雑種もある。深山の林内を捜す必要がある。

ホソバシケシダ D. conilii に似て小型で，最下羽片が最
も長い。葉は暗緑色で，軸が紫褐色を帯びる。比較的
分りやすい種である。
大満寺山！

オオホソバシケシダ

雑種： ホソバシケシダ×シケシダ。島根県初記録

（2014）。平（西郷）の奧の谷川沿いで数株で数株を確

認。空中湿度の極めて高い場所。

［文献］は『シダ標準図鑑』。本州・四国・九州と広く分布

するが山陰地方の記録はない。

サツマシケシダ

雑種： シケシダ×ナチシケシダ。以前から自宅の敷地

内に大群集があって精力旺盛，毎年刈払い機で刈っ

ている。最近気付いたばかりだが（2013），同定には自

信がある。他にもありそうな気がするが未確認。

［文献］は『シダ標準図鑑』。島根県本土側の記録もあ

る。千葉県以南の分布記で，隠岐は【北限】。
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ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

△ △ △ ◎ ☆

Dryopteris cycadina

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○ ○

Dryopteris chinensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Dryopteris sacrosancta

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ☆

Dryopteris varia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ◎ ★

Dryopteris caudipinna

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ハチジョウベニシダ

分布の中心は伊豆諸島であるが，隠岐はそれに次ぐ

一大産地と思われる。特に西ノ島はほとんど本種のみ

で通常のベニシダを捜すのが難しいほど。海士にも普

通にあるが，何故か島後では未確認。　【準北限】

〔指定〕　栃木・茨城・神奈川・高知・鹿児島・宮崎・長

崎・山口・島根・鳥取・京都・福井・石川の各県に産する

が，伊豆諸島・隠岐・対馬以外ではごく少ない。

　《RL：7》

イヌイワヘゴ

2012年高尾暖地性樹林の進入路で数株，2013年五

箇郡川支流で，群生地を発見。ただ，わずかな環境の

変化ですぐ消滅する危険性が高い。イワヘゴ D.

atrata と区別しての同定は海老原淳博士による。

古い記録はあるが（［岡部］），その後誰も見た人がいな

かった。1985年になって佐野俊和氏が知夫の赤禿山で

採集。「隠岐最後の1株？」と思われていた。

ミサキカグマ

油井（都万）と小敷原山（元屋）で確かに採集している

が，現状確認ができないでいる。

過去の記録としては，真奥谷（山本広 1973）が唯一のも

の。何故か，本州日本海側では稀な種。

ヒメイタチシダ

2016年に金光寺山（海士町）で1株のみを確認。隠岐

の初記録は知夫村（佐野俊和 1985），その後に［杉

村］による知夫（郡，1992）と西郷（中村）がある。

本州日本海側では極めて稀。島根半島以東の確実な

記録としては，大社町・鳥取県の一部・京都府・能登半

島（絶滅危惧）があるのみ。

ナンカイイタチシダ

丸山巌氏採集の標本（知夫村 1969）が，国立科学博
物館に収蔵されている。［杉村］には，船越（西ノ島）が
挙っているが典型的なものではないという（中池敏之
博士による）。

知夫村は，とんでもない【北限】自生地。『日本のシダ植
物図鑑』によると，隠岐の次は神奈川県小田原市で現
在は絶滅。
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ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ☆

Dryopteris championii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ◎ ☆

Arachniodes rhomboidea

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Arachniodes sporadosora

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○

Arachniodes yasu-inouei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ × ○ ◎

Arachniodes caudata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

サイゴクベニシダ

2012年に金光寺山で1株発見。低山地の林縁，しかも

目立つものなのに，今までの記録は皆無。隠岐ではこ

の1株だけの可能性が高い。

本来の分布は隠岐より南のもので，隠岐より北の地方で

はごく稀で，ほぼ全県で絶滅危惧種とされている。

オオカナワラビ

2013年になってやっと海士（保々見）で数株見付け
た。過去の記録は［丸山］しかないが，ここと同一場所
ではあり得ない。丁寧に捜せば他にも残っているかも
しれない。

島根半島で既にごく稀であるが，隠岐の緯度では埼玉
県と茨城県にわずかに産するのみ。例外的に能登半島
と北茨城市の記録があるが，隠岐は【準北限】のイメー
ジでよい。

コバノカナワラビ

かつて美田谷（西ノ島）にあって北限と言われていた。

その後，焼火山南麓に広い自生地を発見。単独で出

現することがあり，豊田（海士）でも現状確認をしてい

る。島後では加茂（［杉村］）の記録が残っている。

【準北限】　普通にあるのは，日本海側は島根半島，太

平洋側は房総半島南部まで。隠岐の緯度では栃木・群

馬の県境付近にわずかに記録がある。

ハカタシダ

記録は2点のみなので隠岐では稀に違いない。見落と

しの可能性もあるか？

［文献］は山本広（1980，真奥谷），［杉村］は「隠岐：不

明」。

オニカナワラビ

個体数は極少であるが，分布は結構広い。今まで，島

後：6，海士：3ヶ所で確認している。暗い林内の渓流沿

など水気の有る場所で稀にみられる。

［杉村］によると「隠岐での分布は不明」。如何に少ない
かが分る。分布は関東以西の太平洋側に集中してお
り，何故か日本海側では少ない。隠岐より北の産地もあ
るが，ごく稀。
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ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Arachniodes x kurosawae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎

Arachniodes x neointermedia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅 （EX）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ○ ○ ★

Arachniodes x kenzo-satakei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Polystichum longifrons

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○

Polystichum ovatopaleaceum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

テンリュウカナワラビ

オオカナワラビの近くに1株。胞子を観察して雑種であ
ることが分った。オオカナワラビ×コバノカナワラビ。近
くにコバノカナワラビは今ないが，かつての生息は十
分考えられる。

「長い1枚の小羽片が目立つ」とは言えないので，テン

リュウカナモドキ（オオカナワラビ×ホソバカナワラビ）で

はない。同定は国立科学博物館。

ホソコバカナワラビ

コバノカナワラビ×ホソバカナワラビ。焼火山南麓の山
地に，両親に混じって現れる。根茎の這い方が両親の
中間になる。

【北限】　隠岐の緯度では注目に値する。片親のコバノ

カナワラビが稀なので。同定は国立科学博物館による。

カワヅカナワラビ

コバノカナワラビ× リョウメンシダ。30年昔に知々井岬

（海士）に1ヶ所。今は消滅。静岡大志村義雄教授に生

株を送付した。県下では他に［杉村］による松江（上東

川津）の記録がある。

雑種ができにくく全国的にも極めて稀。送付株は2n＝

123で通常のカワヅカナワラビとは異なるという。このタイ

プは静岡県西部でも確認されている。

アイアスカイノデ

豊田（海士）と船越（西ノ島）で確認している。薄毛（知

夫）と原田（西郷）の記録がある。

西日本では稀産，特に島根県以西では稀なシダである
が，「隠岐にはかなりある」という印象を持っている。［文
献］は佐野俊和（知夫村 1985）だが，普通種のように見
える。

ツヤナシイノデ

［杉村］によると，「石見部山地にやや稀産。出雲部，

隠岐では極めて稀産」。知夫村の記録（佐野俊和

1985）があるが，1株だけだったという。

他には，壇鏡の滝（南敦 1983）の記録があるだけ。気を

つけてはいるのだが，まだ確認できないでいる。中軸上

部の鱗片を見ないと普通種サカゲイノデと間違える。
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ウラボシ目 オシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ★

Polystichum hancockii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎

Cyrtomium devexiscapulae

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 準絶滅危惧 （NT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Cyrtomium fortunei var. clivicola

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

－ ○

Cyrtomium yamamotoi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 オシダ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

× ◎ ★

Cyrtomium macrophyllum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ナガバヤブソテツ

長い間オニヤブソテツ C. fa;catim と同一視されていた

ので（図鑑上も），隠岐の状況は現時点でははっきりし

ない。島後の4ヶ所，海士の2ヶ所で確認したが，それ

ぞれ個体数は多くない。

［文献］は国立科学博物館の分布図草案（2015）で，島

後：2，島前：1メッシュ。［杉村］には伊後と岬町の標本

がある。オニヤブソテツとの区別が微妙だが，正しい知

識さえあれば確実に同定できる。

ヤマヤブソテツ

油井（都万）発電所のダム近くと，飯田奥の山中によい

群落がある。今のところこの2ヶ所でしか確認できてい

ない。分布の実態がよく分からないので取り上げた。典

型的なものは稀で個体数も少ないような気がする。

記録によると普通種のようで隠岐でも例外ではない。国

立科学博物館には，中村川（西郷）・原田（西郷）・都万

路（五箇）・末路川（都万）・宇賀（西ノ島）・焼火山（西ノ

島）の標本が残っている。

ミヤコヤブソテツ

隠岐での記録は，南敦氏の布施・西ノ島（1983）が唯
一のもの。まだ見たことはないが，単に眼力の問題かも
しれない。

島根県本土側ではそんなに稀ではない。北限自生地

は能登半島である。

ヒロハヤブソテツ

2014年に初めて1株確認（布施ダールキ谷）。特徴が

強いので今までにも出会っていれば気付くはず。よほ

ど稀なものに違いない。［杉村］では「隠岐：不明」。そ

の後（2016）五箇郡川上流で1株を確認。

《RL：15》　全国的にも多いものではない。中国～近畿
北部では，島根・山口・広島で少なく，鳥取・岡山・兵
庫・京都・滋賀でレッドリスト種。環境や生育状態による
形体変異に要注意。

タイワンジュウモンジシダ

『タイワンジュウモンジシダの新産地（分布北限地）』

（林蘚娟・長本三鈴，2006）に拠る。場所は隠岐の島町

中村，十数株確認したという。

【北限】　中国南部と台湾，日本では沖縄県と鹿児島県

（屋久島・大隅半島）の報告しかない。中村川沿を少し

捜してみたがそれらしきものに出会っていない。
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ウラボシ目 シノブ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ○ ★

Davallia mariesii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ × ◎ ☆

Loxogramme duclouxii

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ － ○ ☆

Loxogramme salicifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 情報不足 （DD）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ × ○ ☆

Loxogramme grammitoides

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎ ☆

Pyrrosia lingua

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヒメサジラン

30数年前に大満寺山登山道で1株だけ確認。渓流岸

壁の暗い穴の中。今その場所にはない。［丸山］の場

所は何処なんだろうか？

分布は北海道～九州と広いが，個体数は余り多くな

い。隠岐では特に少ないようだ。

ヒトツバ

分布の中心は海士で，北分・崎・御波の海岸に群生地

がある。西ノ島で1ヶ所小さな群落を見たが，知夫や島

後では未確認。［岡部］は島後の中村の記録。

【準北限】　本来の分布は島根半島の緯度で止ってい

る。隠岐よりわずかに北に，茨城県（絶滅危惧）と栃木

県（準絶滅危惧）の産地がある。

イワヤナギシダ

かつて，布施中谷と近石川に見事な群生を見ている。

それぞれ中流の水のぶつかる大岩。今は欠片もない。

中谷は木が繁って暗くなったため。近石は林道と河川

改修による乾燥が原因。

〔指定〕　【北限】　サジラン属3種の内最も分布が南に下

がる。島根半島付近が既に北限自生地である。

シノブ

昔から話に聞いてはいたが，実際に現地で見たことは

ない。昔から稀と言われていたが，山中の樹幹や岩の

着生種なので，残っている可能性はある。

〔指定〕　産地として「都万地区の断崖」と教わったことが

ある。日本海側沿海部にほとんど分布せず，隠岐にあ

るのが非常に不思議。

サジラン

栽培されているものを昔見た事があるが，現地で実際

に確認したのは2005年。布施北谷の倒木上で，現在

（2013）もわずかに残っている。『しまねRDB』には，「隠

岐諸島の分布は確認されていない」となっている。

〔指定〕　隠岐より北の産地である，福島県と茨城県では

共に絶滅危惧。隠岐は【準北限】と言ってもよい。
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ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Pyrrosia hastata

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ◎

Pyrrosia linearifolia

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ○ ○ ○ ◎ ☆

Goniophlebium niponicum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ☆

Lepisorus onoei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠA 類（CR）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ☆

Leptochilus buergerianus

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヤノネシダ

焼火山南麓，文覚窟の入江の谷川沿。生育状態は良

好で個体数もかなり，30年前より範囲も広がっている。

隠岐ではここが唯一の産地であろう。

〔指定〕　故木村康信氏の発見。隠岐は明瞭な【北限】
自生地。隠岐より南では，松江市・鳥取市・福井県南
部・岐阜県中部まで北上。岡山・京都・福井・千葉の府
県ではRDBに登載。

イワオモダカ

樹幹に着生しているが個体数はごく少ない。現状確認

できるのは島後で5ヶ所程度。

〔指定〕　全国的にも非常に少なく，ほとんどの都府県で

レッドリストに登載されている。　《RL：37》

ビロードシダ

西ノ島の仁具に群生地があったが，消滅したかもしれ

ない。現状確認は三度（西ノ島）でしている。

〔指定〕　［杉村｝に都万と西郷が出ているが，場所が分

らない。知夫の記録もある（佐野俊和 1985）。

《RL：17》

アオネカズラ

量は少なくなったが，まだ時折見かける。近石川・五箇
郡川・…。如何にも“絶滅寸前”という雰囲気をまとって
はいるが。

【北限】　隠岐の北では唯一，富山県の記録があったが

“絶滅”。“富山県RDB”によると，「既知の生育地は分布

の北限にあたる１ヶ所のみであったが、1961年以降は

記録がなく、現在も生育していない」。

ヒメノキシノブ

大満寺山・鷲ヶ峯上部に点々とある。ただ個体数は多

くない。横尾山の頂上付近にもある。

〔指定〕　何故か日本海側には非常に少ないシダ。県本
土では，山口県との県境付近（中国山地）にわずかに
知られる。
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ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ○ ◎ ★

Neocheiropteris ningpoensis

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

準 ○ ◎ ☆

Pleurosoriopsis makinoi

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ○ ◎

Polypodium fauriei

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 要注目種 （OT）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

Ⅰ ⅠB ○ ○ ○ ◎ ★

Polypodium vulgare

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ウラボシ目 ウラボシ科 絶滅危惧ⅠB類 （EN）

島根 全国 岡部 丸山 杉村 文献 丹後 重要

○ ○ ◎ ★

Polypodium x takuhinum

〔選定理由〕 〔特記事項〕

ヌカボシクリハラン

焼火山南麓，文覚窟の入江の谷筋に2ヶ所。大山側の

渓流沿にも群生地がある。個体数はかなりのものだ

が，やや活力に欠ける？他の産地は期待できない。ヤ

ノネシダ同様木村康信氏が発見。

〔指定〕　【北限】　分布の中心は九州。隠岐に近い産地

は山口県の南西部（稀）・壱岐・対馬。太平洋側では高

知県～紀伊半島～房総半島に分布するが，和歌山・千

葉両県でも絶滅危惧。

カラクサシダ

2007年に近石川の上流で初めて気付いた。その後大
満寺山頂でも確認している。［杉村］の記録は布施の
中谷である。空中湿度の高い場所で，岩上のコケ群落
の中に生える。

全国に分布するが量は多くない。高さ数cmと小さいの
で，気付かれにくい事も原因の一つであろう。　《RL：
24》

オシャグジデンダ

1ヶ所当りの個体数は少ないものの，あちこちで樹幹に

着生しているのを見かける。渓側の大きな木が残って

いる限りまず大丈夫であろう。

〔指定〕　分布は全国に及び，深山の高い場所のもの。

隠岐には，もっと量があっても良さそうな気もするが…。

島前には全く無い。

オオエゾデンダ

北海道と隠岐の他に，青森・岩手・鳥取県のごく一部

に産する。全域（北海道も！）でレッドリスト種。西ノ島

以外では絶滅寸前。海士では5地点で確認，知夫の記

録もある。島後では絶滅（今津海岸の1ヶ所）。

〔指定〕　『レッドデータブック2000』に，「13メッシュのうち

7メッシュで現状不明である。現存するのは1メッシュで

数個体，5メッシュで数十個体であり，総計約200個体と

推定される」。この評価に隠岐は含まれてない。

タクヒデンダ

雑種とはいえ，焼火山は世界で唯一の自生地と思わ

れる。生育状態は良いが，群落は1ヶ所だけで広がり

はわずか数㎡。

環境条件は良いので，とりあえずは人為的な攪乱のみ

が心配。
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　絶滅 （EX）

イネ ツルヨシ Phragmites japonicus 50

アワガエリ Phleum paniculatum 53

ナス オオマルバノホロシ Solanum megakarpum 不 90

オオバコ マルバノサワトウガラシ Deinostema adenocaulum Ⅱ 93

ハエドクソウ ミゾホオズキ Mmulus nepalensis 97

キク スイラン Hololeion krameri Ⅰ 105

イノモトソウ シシラン Haplopteris flexuosa 準 115

クサスギカズラ ヒメイズイ Polygonatum humile 36

イワタバコ シシンラン Lysionotus pauciflorus Ⅰ Ⅱ 92

オオバコ イヌノフグリ Veronica polita var. lilacina 準 Ⅱ 94

キク オナモミ Xanthium strumarium Ⅱ 99

タカサゴソウ Ixeris chinensis ssp. strigosa Ⅱ 104

ヒカゲノカズラ ヒモラン Huperzia sieboldii Ⅰ ⅠB 110

マツバラン マツバラン Psilotum nudum Ⅰ 準 112

デンジソウ デンジソウ Marsilea quadrifolia 絶 Ⅱ 113

オシダ カワヅカナワラビ Arachniodes x kenzo-satakei 123

　情報不足 （DD）

スイレン ヒツジグサ Nymphaea tetragona 準 18

ウマノスズクサ ミヤコアオイ Asarum asperum 19

サトイモ ムサシアブミ Arisaema ringens 20

チシマゼキショウ イワショウブ Triantha japonica 21

オモダカ アギナシ Sagittaria aginashi Ⅰ 準 21

トチカガミ ヤナギスブタ Blyxa japonica 準 22

ヒルムシロ イトモ Potamogeton pusillus 準 準 24

キンコウカ ノギラン Aletris luteoviridis 25

ラン ホクリクムヨウラン Lecanorchis hokurikuensis 28

ハクウンラン Kuhlhasseltia nakaiana 不 30

イチヨウラン Dactylostalix ringens 32

ムギラン Bulbophyllum inconspicuum Ⅰ 準 33

クモラン Taeniophyllum glandulosum Ⅰ 33

カヤラン Thrixspermum japonicum Ⅰ 34

クサスギカズラ ヤマアマドコロ Polygonatum odoratum var. thunbergii 36

ナルコユリ Polygonatum falcatum 36

ガマ ナガエミクリ Sparganium japonicum 準 準 37

カヤツリグサ クロカワズスゲ Carex arenicola 39

アゼスゲ Carex thunbergii 40

カワラスゲ Carex incisa 40

ホソバカンスゲ Carex morrowii var. temnolepis 41

シバスゲ Carex nervata 43

オオヌマハリイ Eleocharis mamillata var. cyclocarpa 45

イネ メガルカヤ Themeda triandra var. japonica 48

オガルカヤ Cymbopogon tortilis var. goeringii 48

アシカキ Leersia japonica 50

セトガヤ Alopecurus japonicus 53

ケシ クサノオウ Chelidonium majus ssp. asiaticum 53

ツヅラフジ ハスノハカズラ Stephania japonica 54
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　情報不足 （DD）

アワブキ アワブキ Meliosma myriantha 56

マメ タヌキマメ Crotalaria sessiliflora Ⅰ 60

ハイメドハギ Lespedeza cuneata var. serpens 61

グミ ナワシログミ Elaeagnus pungens 61

クロウメモドキ クマヤナギ Berchemia racemosa 62

ネコノチチ Rhamnella franguloides 62

バラ ワレモコウ Sanguisorba officinalis 65

ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis 67

ブナ ナラガシワ Quercus aliena 68

アラカシ Quercus glauca 68

シラカシ Quercus myrsinifolia 69

カバノキ ハンノキ Alnus japonica 70

ウリ カラスウリ Trichosanthes cucumeroides 70

ゴキヅル Actinostemma tenerum 70

ニシキギ ムラサキマユミ Euonymus lanceolatus 71

ヤナギ カワヤナギ Salix miyabeana ssp. gymnolepis 72

オトギリソウ トモエソウ Hypericum ascyron Ⅱ 73

ヒメオトギリ Hypericum japonicum 73

ミソハギ ヒメミソハギ Ammannia multiflora 74

ウルシ ヤマハゼ Toxicodendron sylvestre 74

アブラナ イヌナズナ Draba nemorosa 77

ハタザオ Turritis glabra 77

ヤマハタザオ Arabis hirsuta 78

ビャクダン カナビキソウ Thesium chinense 78

オオバヤドリギ マツグミ Taxillus kaempferi 78

タデ シンミズヒキ Persicaria neofiliformis 79

ナデシコ ハマハコベ Honckenya peploides var. major 80

サカキ ハマヒサカキ Eurya emarginata 82

サクラソウ クサレダマ Lysimachia vulgaris ssp. davulica 82

ヌマトラノオ Lysimachia fortunei 83

ハイノキ クロバイ Symplocos prunifolia 準 84

ツツジ ネジキ Lyonia ovalifolia var. elliptica 86

アカネ オオキヌタソウ Rubia chinensis 86

キヌタソウ Galium kinuta 87

リンドウ イヌセンブリ Swertia tosaensis Ⅰ Ⅱ 88

センブリ Swertia japonica 88

ナス ハシリドコロ Scopolia japonica 89

モクセイ アオダモ Fraxinus lanuginosa 91

サイコクイボタ Ligustrum ibota 92

オオバコ アブノメ Dopatrium junceum 92

ムシクサ Veronica peregrina 94

シソ ジャコウソウ Chelonopsis moschata 96

アキチョウジ Isodon longitubus 96

タヌキモ ミミカキグサ Utricularia bifida Ⅱ 98

モチノキ クロガネモチ Ilex rotunda 98

キク ヒメヨモギ Artemisia lancea 99
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　情報不足 （DD）

キク ノコンギク Aster microcephalus var. ovatus 101

コウヤボウキ Pertya scandens 102

ナガバノコウヤボウキ Pertya glabrescens 準 102

ハチジョウナ Sonchus brachyotus Ⅰ 104

セリ セントウソウ Chamaele decumbens 106

ノダケ Angelica decursiva 107

ガマズミ マルバゴマギ Viburnum sieboldii var. obovatifolium 108

スイカズラ マツムシソウ Scabiosa japonica 108

ツクバネウツギ Abelia spathulata 109

ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes 109

コケシノブ ハイホラゴケ Vandenboschia x stenosiphon 113

コウヤワラビ クサソテツ Onoclea struthiopteris 117

メシダ ヘビノネゴザ Athyrium yokoscense 117

セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla 119

オシダ ナンカイイタチシダ Dryopteris varia Ⅱ 121

ハカタシダ Arachniodes yasu-inouei 122

ツヤナシイノデ Polystichum ovatopaleaceum 123

タイワンジュウモンジシダ Polystichum hancockii 124

ミヤコヤブソテツ Cyrtomium yamamotoi 124

ウラボシ イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia 125

ヒメサジラン Loxogramme grammitoides 準 125

　絶滅危惧ⅠA 類（CR）

ウマノスズクサ ウマノスズクサ Aristolochia debilis 18

マルバウマノスズクサ Aristolochia contorta Ⅰ Ⅱ 19

クスノキ バリバリノキ Actinodaphne acuminata 準 19

サトイモ ヒロハテンナンショウ Arisaema ovale 21

トチカガミ スブタ Blyxa echinosperma 準 Ⅱ 22

イトトリゲモ Najas gracillima Ⅱ 準 22

ホッスモ Najas graminea 22

ヒルムシロ オヒルムシロ Potamogeton natans Ⅱ 24

キンコウカ キンコウカ Narthecium asiaticum Ⅰ 24

ヤマノイモ ニガカシュウ Dioscorea bulbifera 25

シュロソウ ホソバシュロソウ Veratrum maackii var. maackioides 26

サルトリイバラ タチシオデ Smilax nipponica 26

ユリ カタクリ Erythronium japonicum Ⅱ 26

ホソバノアマナ Lloydia triflora Ⅰ 26

アマナ Amana edulis 27

ラン クマガイソウ Cypripedium japonicum Ⅰ Ⅱ 27

イイヌマムカゴ Platanthera iinumae Ⅰ ⅠB 27

ヤマサギソウ Platanthera ssp. mandarinorum var. oreades 27

オニノヤガラ Gastrodia elata 28

ヤマトキソウ Pogonia minor Ⅱ 28

ギンラン Cephalanthera erecta Ⅱ 29

アオフタバラン Neottia makinoana 29

ヒメフタバラン Neottia japonica 29

ヒトツボクロ Tipularia japonica 30
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　絶滅危惧ⅠA 類（CR）

ラン コクラン Liparis nervosa 30

ジガバチソウ Liparis krameri Ⅰ 31

ヨウラクラン Oberonia japonica 準 31

キンセイラン Calanthe nipponica Ⅰ Ⅱ 31

キエビネ Calanthe striata Ⅰ ⅠB 31

マヤラン Cymbidium macrorhizon Ⅰ Ⅱ 32

マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum Ⅰ 準 33

フウラン Neofinetia falcata 準 Ⅱ 33

マツラン Gastrochilus matsuran Ⅰ Ⅱ 34

アヤメ カキツバタ Iris laevigata 準 34

ヒオウギアヤメ Iris setosa 34

ガマ コガマ Typha orientalis 37

ホシクサ ホシクサ Eriocaulon cinereum 37

カヤツリグサ タカネマスクサ Carex planata 39

コゴメスゲ Carex brunnea 39

ホナガヒメゴウソ Carex phacota var. phacota 40

ゴウソ Carex maximowiczii 40

カンスゲ Carex morrowii var. morrowii 41

ダイセンスゲ Carex daisenensis 42

ハマアオスゲ Carex fibrillosa 42

ミヤマシラスゲ Carex olivacea ssp. confertiflora 43

キンキカサスゲ Carex persistens 43

イヌノハナヒゲ Rhynchospora rugosa 44

シカクイ Eleocharis wichurae 44

マシカクイ Eleocharis tetraquetra Ⅱ 44

オオハリイ Eleocharis congesta f. dolichochaeta 45

セイタカハリイ Eleocharis attenuata 45

ヒメハリイ Eleocharis kamtschatica 45

スジヌマハリイ Eleocharis equisetiformis Ⅰ Ⅱ 45

アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa 46

ヒメホタルイ Schoenoplectus lineolatus 46

ウシクグ Cyperus orthostachyus 47

イネ ケカモノハシ Ischaemum anthephoroides 47

ナルコビエ Eriochloa villosa 49

ナガミノオニシバ Zoysia sinica var. nipponica 49

ダンチク Arundo donax 49

ササクサ Lophatherum gracile 50

ヒロハノドジョウツナギ Glyceria leptolepis 51

ハマニンニク Leymus mollis 51

アズマガヤ Hystrox duthiei ssp. longearistata 51

ヒメノガリヤス Calamagrostis hakonensis 52

ヒゲノガリヤス Calamagrostis longiseta 52

ハマヒエガエリ Polypogon monspeliensis 52

マツモ マツモ Ceratophyllum demersum 53

ケシ ヤマエンゴサク Corydalis lineariloba 53

メギ ルイヨウボタン Caulophyllum robustum 54
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　絶滅危惧ⅠA 類（CR）

キンポウゲ サラシナショウマ Cimicifuga simplex 55

タンナトリカブト Aconitum japonicum ssp. napiforme 55

ニリンソウ Anemone flaccida Ⅱ 55

シマキツネノボタン Ranunculus sieboldii 不 55

ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides 56

セリバオウレン Coptis japonica var. major 56

ツゲ フッキソウ Pachysandra terminalis 56

ユキノシタ ネコノメソウ Chrysosplenium grayanum 57

アリノトウグサ ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum 59

マメ クララ Sophora flavescens 59

ユクノキ Cladrastis shikokiana 60

コマツナギ Indigofera pseudotinctoria 60

クロウメモドキ クロウメモドキ Rhamnus japonica var. decipiens 62

ホナガクマヤナギ Berchemia longiracemosa Ⅰ 62

アサ ムクノキ Aphananthe aspera 63

エゾエノキ Celtis jessoensis 63

イラクサ コバノイラクサ Urtica laetevirens 63

アカソ Boehmeria silvestrii 64

クサコアカソ Boehmeria gracilis 64

コアカソ Boehmeria spicata 64

バラ エドヒガン Cerasus spachiana 65

シウリザクラ Padus ssiori 66

ハマナス Rosa rugosa Ⅰ 66

ミツバツチグリ Potentilla freyniana 66

アズキナシ Aria alnifolia 68

オオズミ Malus toringo var. zumi 68

ブナ アベマキ Quercus variabilis 68

ヤマモモ ヤマモモ Morella rubra 69

ニシキギ イワウメヅル Celastrus flagellaris Ⅰ 70

ヤナギ マルバヤナギ Salix chaenomeloides 71

タチヤナギ Salix triandra 72

ヨシノヤナギ Salix yoshinoi 72

イヌコリヤナギ Salix integra 72

ワケノカワヤナギ Salix x mictostemon 72

スミレ マルバスミレ Viola keiskei 73

ニガキ ニガキ Picrasma quassioides 76

アオイ ハマボウ Hibiscus hamabo Ⅰ 76

アブラナ ワサビ Eutrema japonicum 77

オオバヤドリギ オオバヤドリギ Taxillus yadoriki 79

タデ ボントクタデ Persicana pubescens 79

モウセンゴケ モウセンゴケ Drosera rotundifolia 80

ナデシコ ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia 80

ナンバンハコベ Silene baccifera var. japonica 80

ヤマゴボウ マルミノヤマゴボウ Phytolacca japonica 81

ハイノキ クロキ Symplocos kuroki 83

ツツジ レンゲツツジ Rhododendron molle ssp. japonicum 準 85
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　絶滅危惧ⅠA 類（CR）

ツツジ アクシバ Vaccinium japonicum 86

アカネ フタバムグラ Oldenlandia brachypoda 86

リンドウ リンドウ Gentiana scabra var. buergeri 87

キョウチクトウ チョウジソウ Amsonia elliptica Ⅰ 準 88

クサタチバナ Vincetoxicum acuminatum Ⅰ 準 89

ナス ヤマホロシ Solanum japonense Ⅰ 90

ムラサキ ハマベンケイソウ Mertensia maritima Ⅰ 90

ホタルカズラ Lithospermum zollingeri 準 91

オオバコ シソクサ Limnophila chinensis ssp. aromatica 92

サワトウガラシ Deinostema violaceum 93

クガイソウ Veronicastrum japonicum var. jappnicum 93

ナンゴククガイソウ Veronicastrum japonicum var. australe Ⅱ 93

ゴマノハグサ ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana Ⅱ Ⅱ 94

アゼナ ウリクサ Lindernia crustacea 94

シソ ニガクサ Teucrium japonicum 95

ヤマトウバナ Clinopodium multicaule 95

キセワタ Leonurus macranthus 不 Ⅱ 96

ハエドクソウ スズメハコベ Microcarpaea minima Ⅱ 97

ハマウツボ ナンバンギセル Aeginetia indica 97

キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus 97

ハマウツボ Orobanche coerulescens Ⅱ 97

キク チョウジギク Arnica mallatopus Ⅰ 100

オグルマ Inula britannica ssp. japonica 102

ヨツバヒヨドリ Eupatorium glheni 102

オケラ Hemistepta lyrata 103

ハマニガナ Ixeris repens 104

タビラコ Lapsanastrum apogonoides 105

セリ ハマボウフウ Glehnia littoralis 106

エゾノヨロイグサ Angelica sachalinensis Ⅰ 107

ケエゾノヨロイグサ Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. pubescens 107

スイカズラ タニウツギ Weigela hortensis 109

イワヒバ ヒモカズラ Selaginella shakotanensis 110

ハナヤスリ ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale 不 111

ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum Ⅱ 111

コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum 不 111

ナガホノナツノハナワラビ Botrychium strictum 111

サンショウモ オオアカウキクサ Azolla japonica 準 ⅠB 113

キジノオシダ ヤマソテツ Plagiogyria matsumurana 113

コバノイシカグマ ウスゲコバノイシカグマ Dennstaedtia scabra f. glabrescens 114

イノモトソウ ナチシダ Pteris wallichiana 準 114

クジャクシダ Adiantum pedatum 115

イワデンダ イワデンダ Woodsia polystichoides 116

メシダ サトメシダ Athyrium deltoidofrons 117

オオサトメシダ Athyrium x multifidum 117

シケチシダ Cornopteris decurrenti-alata 118

ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri 118
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　絶滅危惧ⅠA 類（CR）

メシダ ヒカゲワラビ Diplazium chinense 119

フモトシケシダ Deparia pseudoconilii 120

オオホソバシケシダ Deparia conilii x D. japonica 120

コセイタカシケシダ Deparia conilii x D. dimorphophylla 120

セイタカフモトシケシダ Deparia dimorphophylla x D. pseudoconilii var. pseudoconilii 120

オシダ イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina 121

ミサキカグマ Dryopteris chinensis 121

ヒメイタチシダ Dryopteris sacrosancta 121

サイゴクベニシダ Dryopteris championii 122

オオカナワラビ Arachniodes rhomboidea 122

テンリュウカナワラビ Arachniodes x kurosawae 123

ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum 124

シノブ シノブ Davallia mariesii 準 125

ウラボシ サジラン Loxogramme duclouxii Ⅱ 125

ビロードシダ Pyrrosia linearifolia Ⅱ 126

アオネカズラ Goniophlebium niponicum 準 126

ヤノネシダ Leptochilus buergerianus 126

　絶滅危惧ⅠB類 （EN）

イチイ イチイ Taxus cuspidata Ⅱ 17

スイレン コウホネ Nuphar japonica 準 18

チシマゼキショウ ハナゼキショウ Tofieldia nuda Ⅰ 21

アマモ タチアマモ Zostera caulescens Ⅱ 23

スゲアマモ Zostera caespitosa 準 23

コアマモ Zostera jajponica 23

ヒルムシロ ササバモ Potamogeton wrightii 24

シュロソウ ショウジョウバカマ Helonias orientalis 25

ラン ヒナラン Amitostigma gracile Ⅱ ⅠB 27

ユウシュンラン Cephalanthera erecta var. subaphylla Ⅰ Ⅱ 29

カキラン Epipactis thunbergii Ⅱ 29

クモキリソウ Liparis kumokiri 31

エビネ Calanthe discolor Ⅱ 準 32

トケンラン Cremastra unguiculata Ⅱ Ⅱ 32

ガマ ミクリ Sparganium erectum var. coreanum 準 準 37

ホシクサ ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon taquetti 38

イグサ ハナビゼキショウ Juncus alatus 38

カヤツリグサ コウボウムギ Carex kobomugi 38

ヤマアゼスゲ Carex heterolepis 39

ベニイトスゲ Carex fibrillosa 42

タチスゲ Carex maculata 43

コウキヤガラ Bolboschoenus koshevnikovii 46

ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis ssp. yagara 46

イネ アイアシ Phacelurus latifolius 47

ムツオレグサ Glyceria acutiflora ssp. Japonica 51

スグリ ヤブサンザシ Ribes fasciculatum 57

ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga stolonifera 58

ベンケイソウ ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum 準 58
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　絶滅危惧ⅠB類 （EN）

ベンケイソウ ツメレンゲ Orostachys japonica 準 準 58

キリンソウ Phedimus aizoon var. floribundus 58

マメ クサフジ Vicia cracca 60

バラ カジイチゴ Rubus trifidus 67

トウダイグサ イワタイゲキ Euphorbia jolkinii 準 71

コミカンソウ ヒメミカンソウ Phyllanthus ussuriensis 71

ムクロジ オオモミジ Acer amoenum 75

モクゲンジ Koelreuteria paniculata 準 75

ビャクダン ヤドリギ Viscum album 78

ナデシコ ハマナデシコ Dianthus japonicus Ⅱ 80

ツリフネソウ キツリフネ Impatiens noli-tangere 82

ハイノキ サワフタギ Symplocos sawafutagi 83

アカネ アリドオシ Damnacanthus indicus 87

マチン ホウライカズラ Gardneria nutans 準 88

キョウチクトウ スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma 準 準 88

アオタチカモメヅル Vincetoxicum glabrum f. viridescens 89

ナス イガホオズキ Physaliastrum echinatum 90

シソ シロバナヤマジソ Mosla japonica var.  thymolifera 95

ハマウツボ コシオガマ Phtheirospermum japonicum 98

キク カセンソウ Inula salicina var. asiatica 101

キツネアザミ Atractylodes ovata 103

ハイニガナ Ixeridium dentatum ssp.  dentatum f. stoloniferum 104

セリ ホタルサイコ Bupleurum longiradiatum var. elatius Ⅱ 106

ヒカゲミツバ Spuriopimpinella koreana 106

タケシマシシウド Dystaenia takeshimana Ⅰ 107

イワヒバ イワヒバ Selaginella tamariscina 110

カタヒバ Selaginella involves 110

コバノイシカグマ コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra 114

チャセンシダ イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus 115

ヒメシダ ヒメシダ Thelypteris palustris 116

テツホシダ Thelypteris interrupta Ⅱ 116

コウヤワラビ コウヤワラビ Onoclea sensibilis var. interrupta 116

メシダ ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum 118

サキモリイヌワラビ Athyrium oblitescens 118

オシダ コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora 122

ホソコバカナワラビ Arachniodes x neointermedia 123

ウラボシ ヒトツバ Pyrrosia lingua 125

イワオモダカ Pyrrosia hastata Ⅰ 126

ヒメノキシノブ Lepisorus onoei Ⅱ 126

ヌカボシクリハラン Neocheiropteris ningpoensis Ⅰ 127

カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi 準 127

タクヒデンダ Polypodium x takuhinum 127

　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ドクダミ ハンゲショウ Saururus chinensis 準 18

ヒルムシロ ヒルムシロ Potamogeton distinctus 23

フトヒルムシロ Potamogeton fryeri 24
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　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ユリ ヤマジノホトトギス Trieyrtis affinis 26

ラン ベニシュスラン Goodyera biflora Ⅱ 30

セッコク Dendrobium moniliforme Ⅱ 33

ヒガンバナ オオキツネノカミソリ Lycoris sanguinea var. kiushiana 35

カヤツリグサ センダイスゲ Carex lenta var. sendaica 40

キノクニスゲ Carex matsumurae 準 準 41

アオミヤマカンスゲ Carex multifolia var. pallidisquama 42

シオクグ Carex scabrifolia 44

ヒトモトススキ Cladium jamaicense ssp. chinense 準 44

イネ カモノハシ Ischaemum aristatum var. crassipes 47

ハイチゴザサ Isachne nipponensis 48

ハイヌメリグサ Sacciolepis spicata 49

トウササクサ Lophatherum sinense Ⅱ 50

エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides 51

ヤマアワ Calamagrostis epigeios 52

マメ ナンテンハギ Vicia unijuga 60

カバノキ ツノハシバミ Corylus sieboldiana 70

ヤナギ ヤマナラシ Populus tremula var. sieboldii 71

ミソハギ エゾミソハギ Lythrum salicaria 74

ムクロジ ハウチワカエデ Acer japonicum 75

ミカン キハダ Phellodendron amurense 75

ジンチョウゲ カラスシキミ Daphne miyabeana Ⅱ 76

タデ イシミカワ Persicana perfoliata 79

アジサイ バイカウツギ Philadelphus satsumi 81

サクラソウ ギンレイカ Lysimachia acroadenia 82

ツツジ ナツハゼ Vaccinium oldhamii 96

シソ ナミキソウ Scutellaria strigillosa 96

キク ニシノヤマタイミンガサ Parasenecio yatabei var. accidentalis 99

タムラソウ Serratula coronata ssp. insularis 104

ガマズミ チョウジガマズミ Viburnum carlesii var. bitchiuense 準 準 108

イワヒバ ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys 110

ハナヤスリ ナツノハナワラビ Botrychium virginianum 準 111

コケシノブ コハイホラゴケ Vandenboschiaxstenosiphon 112

アオホラゴケ Crepidomanes latealatum 112

ウチワゴケ Crepidomanes minutum Ⅱ 112

コバノイシカグマ イヌシダ Dennstaedtia hirsuta 113

フモトシダ Microlepia marginata 114

イノモトソウ イヌイワガネソウ Coniogrammexfauriei 114

メシダ キヨタキシダ Diplazium squamigerum 119

サツマシケシダ Deparia japonica x D. petersenii 120

オシダ オニカナワラビ Arachniodes caudata 122

ウラボシ オシャグジデンダ Polypodium fauriei 127

ウマノスズクサ ウスバサイシン Asarum sieboldii Ⅰ 19

トチカガミ ミズオオバコ Ottelia alismoides 準 Ⅱ 21

ヤマトウミヒルモ Halophila nipponica 22

ラン キンラン Cephalanthera falcata Ⅱ Ⅱ 28
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　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

ラン ナゴラン Sedirea japonica Ⅰ ⅠB 34

ススノキ ゼンテイカ Hemerocallis dumortieri var. esculenta Ⅰ 35

ガマ ヤマトミクリ Sparganium fallax 準 準 37

カヤツリグサ ホソバヒカゲスゲ Carex humilis var. nana 43

イネ マコモ Zizania latifolia 50

イラクサ ミヤマイラクサ Laportea cuspidata 64

サクラソウ ルリハコベ Anagallis arvensis 83

エゴノキ ハクウンボク Styrax obassia 84

ツツジ ウメガサソウ Chimaphila japonica 84

ムラサキ オニルリソウ Cynoglossum asperrimum 91

タヌキモ イヌタヌキモ Utricularia australis 準 準 98

キク ホソバワダン Crepidiastrum lanceolatum 105

メシダ ノコギリシダ Diplazium wichurae 118

オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum 119

　準絶滅危惧 （NT）

クスノキ カゴノキ Litsea coreana 20

シュロソウ シライトソウ Chinographis japonica 25

ホシクサ ヒロハノイヌノヒゲ Eriocaulon alpestre var. robstius 38

カヤツリグサ ヤマイ Fimbristylis subbispicata 46

カワラスガナ Cyperus sanguinolentus 47

イネ ネズミガヤ Muhlengergia japonica 49

ボタン ヤマシャクヤク Paeonia japonica 準 57

アリノトウグサ アリノトウグサ Haloragis micrantha 59

マメ ケヤブハギ Hylodesmum podocarpum ssp. fallax 61

ホドイモ Apios fortunei 61

バラ ザイフリボク Amelanchier asiatica 67

オトギリソウ ミズオトギリ Triadenum japonicum 73

アブラナ タチタネツケバナ Cardamine fallax 77

タデ ホソバノウナギツカミ Persicaria praetermissa 79

サカキ モッコク Ternstroemia gymnanthera 82

ツツジ ダイセンミツバツツジ Rhododendron lagopus var. logopus 84

キョウチクトウ キジョラン Marsdenia tomentosa 89

ナス ハダカホオズキ Tubocapsicum anomalum 90

オオバコ キクモ Limnophila sessiliflora 92

アゼナ エダウチスズメノトウガラシ Lindernia antipoda var. grandiflora 94

シソ ニシキゴロモ Ajuga yesoensis 95

キキョウ ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata 99

キク サワギク Nemosenecio nikoensis 100

ヒメガンクビソウ Carpesium rosulatum 101

ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella Ⅱ 103

ハナヤスリ フユノハナワラビ Botrychium ternatum 112

ヒメシダ ヤワラシダ Thelypteris laxa 115

オシダ アイアスカイノデ Polystichum longifrons 123

クスノキ ヤマコウバシ Lindera glauca 20

ラン ツチアケビ Gyrtosia septentrionalis 28

ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana 30
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　準絶滅危惧 （NT）

イネ オギ Miscanthus sacchariflorus 48

ケシ キケマン Corydalis hetelocarpa var. japonica 54

ユキノシタ ダイモンジソウ Saxifraga fortunei var. alpina 58

バラ イヌザクラ Padus buergeriana 66

コバノフユイチゴ Rubus pectinellus 67

ミソハギ ミソハギ Lythrum anceps 74

アオイ カラスノゴマ Corchoropsis crenata 76

ツツジ アキノギンリョウソウ Monotropa uniflora 85

アカネ クルマムグラ Galium japonicum 87

モクセイ ハシドイ Syringa reticulata Ⅱ 91

シソ ラショウモンカズラ Meehania urticifolia 95

ハマウツボ ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis 98

イノモトソウ マツザカシダ Pteris nipponica 115

ヒメシダ ハシゴシダ Thelypteris glanduligera 116

シシガシラ コモチシダ Woodwardia orientalis 117

オシダ ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae 124

ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei var. clivicola 124

　要注目種 （OT）

ヒノキ ハイネズ Juniperus conferta 17

ヒガンバナ タマムラサキ Allium pseudojaponicum 35

イグサ ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius 38

イネ オニクサヨシ Phalaris aquatica 52

ケシ ミチノクエンゴサク Corydalis capillipes 54

ベンケイソウ タイトゴメ Sedum japonicum ssp. oryzifolium 59

グミ アカバグミ Elaeagnus x maritima 61

イラクサ ニオウヤブマオ Boehmeria holosericea 64

バラ ヤマイバラ Rosa sambucina 66

スミレ コタチツボスミレ Viola grypoceras var. exilis 73

ミソハギ コオニビシ Trapa japonica var. pumila 74

アオキ ナンゴクアオキ Aucuba japonica var. ovoidea 86

セリ サンインヨロイグサ Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. saninensis 108

スイカズラ カノコソウ Valeriana fauriei 準 108

マツ ヒメコマツ Pinus parviflora 17

ヒノキ クロベ Thuja standishii 17

イチイ カヤ Torreya nucifera 準 17

イヌガヤ Cephalotaxus harringtonia 18

クスノキ オオバクロモジ Lindera umbellata var. membranacea 19

イヌガシ Neolitsea aciculata 20

ハマビワ Litsea japonica 20

アマモ エビアマモ Phyllospadix japonicus 準 23

キンコウカ ソクシンラン Aletris spicata 25

ラン ナツエビネ Calanthe puberula var. reflexa Ⅱ Ⅱ 32

アヤメ アフリカヒメアヤメ Romulea rosea 35

ヒガンバナ シロウマアサツキ Allium schoenoprasum var. orientale 35

クサスギカズラ ナメルギボウシ Hosta sieboldiana var. glabra 36

オオバスギカズラ Asparagus rigidulus 36
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　要注目種 （OT）

カヤツリグサ フサナキリスゲ Carex teinogyna 39

ヒゲスゲ Carex wahuensis var. bongardii 41

ヒロバスゲ Carex insaniae 41

オクノカンスゲ Carex foliosissima 42

イネ ミアケザサ Sasa miakeana 48

ケシ エゾキケマン Corydalis speciosa 54

メギ トキワイカリソウ Epimendium sempervirens var. sempervirens 55

キンポウゲ コゴメキンポウゲ Ranunculus parviflorus 56

ユキノシタ ホクリクネコノメ Chrysosplenium fauriei 57

トリアシショウマ Astilbe odontophylla 57

ベンケイソウ ツシママンネングサ Sedum polytrichoides ssp. yabeanum Ⅱ 59

クロウメモドキ ヨコグラノキ Berchemiella berchemiifolia Ⅰ 62

ニレ アキニレ Ulms parvifolia 63

クワ ケグワ Morus cathayana 63

バラ シモツケ Spiraea japonica 準 65

ミツバイワガサ Spiraea blumei var. obtusa 65

オオヤマザクラ Cerasus sargentii 準 65

ツシマナナカマド Sorbus commixta var. wilfordii 67

ブナ カシワモドキ Quercus x angustilepidota 69

クルミ サワグルミ Pterocarya rhoifolia 69

ノグルミ Platycarya strobilacea 69

ムクロジ エゾイタヤ Acer pictum ssp. mono 75

ジンチョウゲ コショウノキ Daphne kiusiana 76

アブラナ オオユリワサビ Eutrema okinosimense 77

シコクハタザオ Arabis serrata var. shikokiana 78

ヒユ ホソバアカザ Chenopodium stenophyllum 81

ハマアカザ Atriplex subcordata 81

アジサイ エゾアジサイ Hydrangea serrata var. yesoensis 81

サクラソウ ハイハマボッス Samolus parviflorus Ⅰ 準 83

イワウメ オオイワカガミ Schizocodon soldanelloides var. magnus 84

ツツジ ユキグニミツバツツジ Rhododendron lagopus var. niphophilum 85

オキシャクナゲ Rhododendron japonoheptamerum var. okiense 85

アカネ エゾノカワラマツバ Galium verum ssp. asiaticum var. trachycarpum 87

ヒルガオ ヒレガクアサガオ Ipomoea fimbriosepala 89

モクセイ ヤナギイボタ Ligustrum salicinum 準 91

オオバコ トウテイラン Veronica ornata 準 Ⅱ 93

シソ デワノタツナミソウ Scutellaria muramatsui 96

キク オキノアブラギク Chrysanthemum okiense 99

オオユウガギク Aster robustus 100

ヨメナ Aster yomena 100

ダルマギク Aster spathulifolius 準 100

タマバシロヨメナ Aster ageratoides var. ageratoides f. ovalifolius 101

コヤブタバコ Carpesium cernuum 101

オクモミジハグマ Ainsliaea acerifolia var. subapoda 102

オキノアザミ Cirsium japonicum var. okiense 103

ヨシノアザミ Cirsium yoshinoi 103
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　要注目種 （OT）

キク ニガナ＜雑種＞ Ixeridium sp. 105

オキタンポポ Taraxacum maruyamanum 105

ウコギ ケヤマウコギ Eleutherococcus divaricatus 106

セリ セリモドキ Dystaenia ibukiensis 107

スイカズラ ヒョウタンボク Lonicera morrowii Ⅱ 109

オニヒョウタンボク Lonicera vidalii 準 Ⅱ 109

メシダ ナチシケシダ Deparia petersenii 119

オシダ ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna 準 121

ウラボシ オオエゾデンダ Polypodium vulgare Ⅰ ⅠB 127



141

ア アイアシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 イ イガホオズキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

アイアスカイノデ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 イグサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

アオイ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 イシミカワ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

アオイ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 イチイ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

アオキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 イチイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

アオキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 イチヨウラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

アオタチカモメヅル  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 イトトリゲモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

アオダモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 イトモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

アオネカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 イヌイワガネソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

アオフタバラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 イヌイワヘゴ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

アオホラゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 イヌガシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

アオミヤマカンスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 イヌガヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

アカソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 イヌコリヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

アカネ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 イヌザクラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

アカバグミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 イヌシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

アキチョウジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 イヌセンブリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

アギナシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 イヌタヌキモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

アキニレ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 イヌチャセンシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

アキノギンリョウソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 イヌナズナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

アクシバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 イヌノハナヒゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

アサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 イヌノフグリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

アシカキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 イネ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

アジサイ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 イネ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

アズキナシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 イノモトソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

アズマガヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 イラクサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

アゼスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 イワウメ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

アゼテンツキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 イワウメヅル  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

アゼナ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 イワオモダカ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

アブノメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 イワショウブ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

アブラナ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 イワタイゲキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

アブラナ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 イワタバコ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

アフリカヒメアヤメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 イワデンダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

アベマキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 イワデンダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

アマナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 イワヒバ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

アマモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 イワヒバ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

アヤメ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 イワヒバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

アラカシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 イワヤナギシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

アリドオシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 ウ ウキヤガラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

アリノトウグサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 ウコギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

アリノトウグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 ウシクグ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

アワガエリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 ウスゲコバノイシカグマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

アワブキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ウスバサイシン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

アワブキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ウチワゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

イ イイヌマムカゴ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 ウマノスズクサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18



142

ウ ウマノスズクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 オ オギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

ウメガサソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 オキシャクナゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

ウラボシ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 オキタンポポ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

ウラボシ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 オキノアザミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

ウラボシノコギリシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 オキノアブラギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

ウリ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 オクノカンスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

ウリ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 オクモミジハグマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

ウリクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 オグルマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

ウルシ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 オケラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

エ エゴノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 オシダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

エゾアジサイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 オシャグジデンダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

エゾイタヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 オトギリソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

エゾエノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 オナモミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

エゾキケマン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 オニカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

エゾノカワラマツバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 オニクサヨシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

エゾノサヤヌカグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 オニノヤガラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

エゾノヨロイグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 オニヒカゲワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

エゾミソハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 オニヒョウタンボク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

エダウチスズメノトウガラシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 オニルリソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

エドヒガン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 オヒルムシロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

エビアマモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 オモダカ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

エビネ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 オモダカ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

オ オオアカウキクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 カ カキツバタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

オオイワカガミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 カキラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

オオエゾデンダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 カゴノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

オオカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 カジイチゴ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

オオキツネノカミソリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 カシワモドキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

オオキヌタソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 カセンソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

オオサトメシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 カタクリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

オオズミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 カタヒバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

オオヌマハリイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 カナビキソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

オオバクロモジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 カノコソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

オオバコ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 カバノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

オオバスギカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 ガマ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

オオバヤドリギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 ガマズミ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

オオバヤドリギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 カモノハシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

オオハリイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 カヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

オオホソバシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 カヤツリグサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

オオマルバノホロシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 カヤラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

オオモミジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 カラクサシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

オオヤマザクラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 カラスウリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

オオユウガギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 カラスシキミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

オオユリワサビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 カラスノゴマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

オガルカヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 カワヅカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123



143

カ カワヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 ク クマガイソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

カワラスガナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 クマヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

カワラスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 グミ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

カンスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 クモキリソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

キ キエビネ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 クモラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

キキョウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 クララ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

キク 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 クルマムグラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

キク 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 クルミ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

キクモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 クロウメモドキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

キケマン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 クロウメモドキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

キジノオシダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 クロガネモチ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

キジョラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 クロカワズスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

キセワタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 クロキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

キツネアザミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 クロバイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

キツリフネ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 クロベ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

キヌタソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 クワ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

キノクニスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 ケ ケエゾノヨロイグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

キハダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 ケカモノハシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

キョウチクトウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 ケグワ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

キヨスミウツボ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 ケシ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

キヨタキシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 ケヤブハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

キリンソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 ケヤマウコギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

キンキカサスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 コ コアカソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

キンコウカ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 コアマモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

キンコウカ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 コウキヤガラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

キンセイラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ゴウソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

キントラノオ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 コウボウムギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

キンポウゲ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 コウホネ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

キンポウゲ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 コウヤボウキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

キンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 コウヤワラビ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

ギンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 コウヤワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

ギンレイカ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 コオニビシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

ク クガイソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 コガマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

クサコアカソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 ゴキヅル  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

クサスギカズラ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 コクラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

クサスギカズラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 コケシノブ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

クサソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 コケシノブ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

クサタチバナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 コゴメキンポウゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

クサノオウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 コゴメスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

クサフジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 コシオガマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

クサレダマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 コショウ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

クジャクシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 コショウノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

クスノキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 コセイタカシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

クスノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 コタチツボスミレ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73



144

コ コハイホラゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 シ シソ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

コバノイシカグマ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 シソクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

コバノイシカグマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 シノブ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

コバノイラクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 シノブ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

コバノカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 シバスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

コバノフユイチゴ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 シマキツネノボタン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

コヒロハハナヤスリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 シモツケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

コマツナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 ジャコウソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

ゴマノハグサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 シュロソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

ゴマノハグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 ショウジョウバカマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

コミカンソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 シライトソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

コモチシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 シラカシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

コヤブタバコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 シロウマアサツキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

サ サイコクイボタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 シロバナヤマジソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

サイゴクベニシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 ジンチョウゲ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

ザイフリボク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 シンミズヒキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

サカキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 ス スイカズラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

サキモリイヌワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 スイラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

サクラソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 スイレン 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ササクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 スイレン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ササバモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 スグリ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

サジラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 スゲアマモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

サツマシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 スジヌマハリイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

サトイモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 スズサイコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

サトメシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 ススノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

サラシナショウマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 スズメハコベ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

サルトリイバラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 スブタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

サワギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 スミレ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

サワグルミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 セ セイタカシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

サワトウガラシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 セイタカハリイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

サワフタギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 セイタカフモトシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

サンインヨロイグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 セッコク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

サンショウモ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 セトガヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

サンショウモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 セリ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

シ シウリザクラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 セリ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

シオクグ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 セリバオウレン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

シカクイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 セリモドキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

ジガバチソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 センダイスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

シケチシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 ゼンテイカ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

シコクハタザオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 セントウソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

シシガシラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 センブリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

シシラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 ソ ソクシンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

シシンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 タ ダイセンスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

シソ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 ダイセンミツバツツジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84



145

タ タイトゴメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 テ デンジソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

ダイモンジソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 デンジソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

タイワンジュウモンジシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 テンリュウカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

タカサゴソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ト トウササクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

タカネマスクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 トウダイグサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

タクヒデンダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 トウテイラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

タケシマシシウド  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 トキワイカリソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

タチアマモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ドクダミ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

タチシオデ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 トケンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

タチスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 トチカガミ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

タチタネツケバナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 トモエソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

タチヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 トリアシショウマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

タデ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 ナ ナガエミクリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

タニウツギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 ナガバノコウヤボウキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

タヌキマメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 ナガバヤブソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

タヌキモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 ナガホノナツノハナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

タビラコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 ナガミノオニシバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

タマバシロヨメナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 ナゴラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

タマムラサキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 ナス 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

タムラソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ナス 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

ダルマギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 ナチシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

ダンチク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 ナチシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

タンナトリカブト  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 ナツエビネ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

チ チシマゼキショウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ナツノハナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

チャセンシダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 ナツハゼ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

チョウジガマズミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 ナデシコ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

チョウジギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 ナデシコ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

チョウジソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 ナミキソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

ツ ツクバネウツギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 ナメルギボウシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

ツゲ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ナラガシワ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

ツゲ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ナルコビエ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

ツシマナナカマド  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 ナルコユリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

ツシママンネングサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 ナワシログミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

ツチアケビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 ナンカイイタチシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ツツジ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 ナンゴクアオキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

ツツジ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 ナンゴククガイソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

ツヅラフジ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 ナンテンハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

ツノハシバミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 ナンバンギセル  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

ツメレンゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 ナンバンハコベ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

ツヤナシイノデ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 ニ ニオウヤブマオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

ツリフネソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 ニガカシュウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

ツルヨシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 ニガキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

テ テツホシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 ニガキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

デワノタツナミソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 ニガクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95



146

ニ ニガナ＜雑種＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 ハ ハナヤスリ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

ニシキギ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 ハナヤスリ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

ニシキギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 ハマアオスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

ニシキゴロモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 ハマアカザ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

ニシノヤマタイミンガサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 ハマウツボ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

ニッポンイヌノヒゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ハマウツボ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

ニリンソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 ハマナス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ニレ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 ハマナデシコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

ヌ ヌカボシクリハラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 ハマニガナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

ヌマトラノオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 ハマニンニク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

ネ ネコノチチ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 ハマハコベ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

ネコノメソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 ハマハナヤスリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

ネジキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 ハマヒエガエリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

ネズミガヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 ハマヒサカキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

ノ ノギラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ハマビワ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

ノグルミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 ハマベンケイソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

ノコギリシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 ハマボウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

ノコンギク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 ハマボウフウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

ノダケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 バラ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

ノミノツヅリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 バラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

ハ バイカウツギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 バリバリノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

ハイチゴザサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 ハンゲショウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ハイニガナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ハンノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

ハイヌメリグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 ヒ ヒオウギアヤメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

ハイネズ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ヒカゲノカズラ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

ハイノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 ヒカゲノカズラ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

ハイハマボッス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 ヒカゲミツバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

ハイホラゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 ヒカゲワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

ハイメドハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 ヒガンバナ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

ハウチワカエデ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 ヒキヨモギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

ハエドクソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 ヒゲスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

ハカタシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 ヒゲノガリヤス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

ハクウンボク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 ヒツジグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ハクウンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 ヒトツバ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

ハシゴシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 ヒトツボクロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

ハシドイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 ヒトモトススキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

ハシリドコロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 ヒナギキョウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

ハスノハカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 ヒナラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

ハダカホオズキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 ヒノキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

ハタザオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 ヒノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

ハチジョウナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ヒメイズイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

ハチジョウベニシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 ヒメイタチシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ハナゼキショウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ヒメウズ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

ハナビゼキショウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ヒメオトギリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73



147

ヒ ヒメガンクビソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 ヘ ヘゴ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

ヒメクラマゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 ベニイトスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

ヒメコウガイゼキショウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ベニシュスラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

ヒメコマツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ヘビノネゴザ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

ヒメサジラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 ベンケイソウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

ヒメシダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 ホ ホウライカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

ヒメシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 ホクリクネコノメ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

ヒメノガリヤス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 ホクリクムヨウラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

ヒメノキシノブ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 ホザキノフサモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

ヒメハリイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 ホシクサ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

ヒメヒゴタイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 ホシクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

ヒメフタバラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 ホソコバカナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

ヒメホタルイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 ホソバアカザ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

ヒメミカンソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 ホソバイヌワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

ヒメミソハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 ホソバカンスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

ヒメヨモギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 ホソバシュロソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

ヒモカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 ホソバノアマナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

ヒモラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 ホソバノウナギツカミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

ビャクダン 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 ホソバヒカゲスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

ビャクダン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 ホソバワダン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

ヒユ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 ホタルカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

ヒョウタンボク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 ホタルサイコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

ヒルガオ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 ボタン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

ヒルムシロ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ホッスモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

ヒルムシロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ホドイモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

ヒレガクアサガオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 ホナガクマヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

ビロードシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 ホナガヒメゴウソ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

ヒロバスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 ボントクタデ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

ヒロハテンナンショウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 マ マコモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

ヒロハノイヌノヒゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 マシカクイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

ヒロハノドジョウツナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 マチン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

ヒロハハナヤスリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 マツ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

ヒロハヤブソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 マツ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

フ フウラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 マツグミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

フサナキリスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 マツザカシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

フタバムグラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 マツバラン 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

フッキソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 マツバラン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

フトヒルムシロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 マツバラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

フトモモ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 マツムシソウ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

ブナ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 マツムシソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

ブナ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 マツモ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

フモトシケシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 マツモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

フモトシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 マツモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

フユノハナワラビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 マツラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34



148

マ マメ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 モ モウセンゴケ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

マメ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 モウセンゴケ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

マメヅタラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 モクゲンジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

マヤラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 モクセイ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

マルバウマノスズクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 モチノキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

マルバゴマギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 モチノキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

マルバスミレ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 モッコク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

マルバノサワトウガラシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 ヤ ヤドリギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

マルバヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 ヤナギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

マルミノヤマゴボウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 ヤナギイボタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

ミ ミアケザサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 ヤナギスブタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

ミカン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 ヤノネシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

ミクリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ヤブサンザシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

ミサキカグマ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 ヤマアゼスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

ミズオオバコ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ヤマアマドコロ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

ミズオトギリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 ヤマアワ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

ミズキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 ヤマイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

ミソハギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 ヤマイバラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ミソハギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 ヤマウグイスカグラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

ミゾホオズキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 ヤマエンゴサク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

ミチノクエンゴサク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 ヤマコウバシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

ミツバイワガサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 ヤマゴボウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

ミツバツチグリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 ヤマサギソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

ミツバベンケイソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 ヤマジノホトトギス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

ミミカキグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 ヤマシャクヤク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

ミヤコアオイ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 ヤマソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

ミヤコヤブソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 ヤマトウバナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

ミヤマイラクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 ヤマトウミヒルモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

ミヤマウズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 ヤマトキソウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

ミヤマシラスゲ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 ヤマトミクリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

ミヤマフユイチゴ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 ヤマナラシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

ム ムギラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 ヤマノイモ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

ムクノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 ヤマノイモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

ムクロジ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 ヤマハゼ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

ムクロジ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 ヤマハタザオ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

ムサシアブミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ヤマホロシ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

ムシクサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 ヤマモガシ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

ムツオレグサ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 ヤマモモ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

ムラサキ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 ヤマモモ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

ムラサキ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 ヤマヤブソテツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124

ムラサキマユミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 ヤワラシダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115

メ メガルカヤ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 ユ ユウシュンラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

メギ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 ユキグニミツバツツジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

メシダ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 ユキノシタ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57



149

ユ ユキノシタ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

ユキノシタ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

ユクノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

ユリ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

ユリ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

ヨ ヨウラクラン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

ヨコグラノキ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

ヨシノアザミ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

ヨシノヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

ヨツバヒヨドリ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

ヨメナ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

ラ ラショウモンカズラ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

ラン 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

リ リンドウ 目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

リンドウ 科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

リンドウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

ル ルイヨウボタン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

ルリハコベ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

レ レンゲツツジ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

ワ ワケノカワヤナギ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

ワサビ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

ワレモコウ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65



150

　　A 　　A

Acer amoenum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 Artemisia lancea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

Acer japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 Arundo donax ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

Acer pictum ssp. mono ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 Asarum asperum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

Aconitum japonicum ssp. napiforme ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 Asarum sieboldii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

Actinodaphne acuminata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 Asparagus rigidulus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

Actinostemma tenerum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 Asplenium tripteropus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

Adiantum pedatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 Aster ageratoides var. ageratoides f. ovalifolius 101

Aeginetia indica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 Aster microcephalus var. ovatus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

Ainsliaea acerifolia var. subapoda ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 Aster robustus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

Ajuga yesoensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 Aster spathulifolius ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

Aletris luteoviridis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 Aster yomena ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

Aletris spicata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 Astilbe odontophylla ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

Allium pseudojaponicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 Athyrium deltoidofrons ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

Allium schoenoprasum var. orientale ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 Athyrium iseanum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

Alnus japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 Athyrium oblitescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

Alopecurus japonicus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 Athyrium x multifidum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

Amana edulis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 Athyrium yokoscense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

Amelanchier asiatica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 Atractylodes ovata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

Amitostigma gracile ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 Atriplex subcordata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

Ammannia multiflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 Aucuba japonica var. ovoidea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Amsonia elliptica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 Azolla japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

Anagallis arvensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 　　B

Anemone flaccida ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 Berchemia longiracemosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

Angelica decursiva ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 Berchemia racemosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

Angelica sachalinensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 Berchemiella berchemiifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. pubescens 107 Blyxa echinosperma ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

Angelica sachalinensis var. sachalinensis f. saninensis 108 Blyxa japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

Anisocampium sheareri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 Boehmeria gracilis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

Aphananthe aspera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 Boehmeria holosericea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

Apios fortunei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 Boehmeria silvestrii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

Arabis hirsuta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 Boehmeria spicata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

Arabis serrata var. shikokiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 Bolboschoenus fluviatilis ssp. yagara ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

Arachniodes caudata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 Bolboschoenus koshevnikovii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

Arachniodes rhomboidea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 Botrychium strictum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

Arachniodes sporadosora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 Botrychium ternatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

Arachniodes x kenzo-satakei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 Botrychium virginianum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

Arachniodes x kurosawae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 Bulbophyllum drymoglossum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

Arachniodes x neointermedia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 Bulbophyllum inconspicuum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

Arachniodes yasu-inouei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 Bupleurum longiradiatum var. elatius ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

Arenaria serpyllifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 　　C

Aria alnifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 Calamagrostis epigeios ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

Arisaema ovale ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 Calamagrostis hakonensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

Arisaema ringens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 Calamagrostis longiseta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

Aristolochia contorta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 Calanthe discolor ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Aristolochia debilis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 Calanthe nipponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

Arnica mallatopus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 Calanthe puberula var. reflexa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32



151

　　C 　　C

Calanthe striata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 Chinographis japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

Cardamine fallax ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 Chrysanthemum okiense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

Carex arenicola ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 Chrysosplenium fauriei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

Carex brunnea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 Chrysosplenium grayanum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

Carex daisenensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Cimicifuga simplex ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

Carex fibrillosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Cirsium japonicum var. okiense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

Carex fibrillosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Cirsium yoshinoi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

Carex foliosissima ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Cladium jamaicense ssp. chinense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

Carex heterolepis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 Cladrastis shikokiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

Carex humilis var. nana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Clinopodium multicaule ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

Carex incisa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Coniogrammexfauriei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

Carex insaniae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 Coptis japonica var. major ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

Carex kobomugi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 Corchoropsis crenata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

Carex lenta var. sendaica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Cornopteris decurrenti-alata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

Carex maculata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Corydalis capillipes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

Carex matsumurae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 Corydalis hetelocarpa var. japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

Carex maximowiczii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Corydalis lineariloba ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

Carex morrowii var. morrowii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 Corydalis speciosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

Carex morrowii var. temnolepis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 Corylus sieboldiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

Carex multifolia var. pallidisquama ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 Cremastra unguiculata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Carex nervata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Crepidiastrum lanceolatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

Carex olivacea ssp. confertiflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Crepidomanes latealatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

Carex persistens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Crepidomanes minutum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

Carex phacota var. phacota ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Crotalaria sessiliflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

Carex planata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 Cymbidium macrorhizon ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Carex scabrifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 Cymbopogon tortilis var. goeringii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

Carex teinogyna ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 Cynoglossum asperrimum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

Carex thunbergii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Cyperus orthostachyus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

Carex wahuensis var. bongardii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 Cyperus sanguinolentus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

Carpesium cernuum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 Cypripedium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

Carpesium rosulatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 Cyrtomium devexiscapulae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Caulophyllum robustum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 Cyrtomium fortunei var. clivicola ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Celastrus flagellaris ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 Cyrtomium macrophyllum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Celtis jessoensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 Cyrtomium yamamotoi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Cephalanthera erecta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 　　D

Cephalanthera erecta var. subaphylla ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 Dactylostalix ringens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Cephalanthera falcata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 Damnacanthus indicus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

Cephalotaxus harringtonia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 Daphne kiusiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

Cerasus sargentii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 Daphne miyabeana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

Cerasus spachiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 Davallia mariesii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

Ceratophyllum demersum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 Deinostema adenocaulum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

Chamaele decumbens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 Deinostema violaceum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

Chelidonium majus ssp. asiaticum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 Dendrobium moniliforme ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

Chelonopsis moschata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 Dennstaedtia hirsuta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

Chenopodium stenophyllum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 Dennstaedtia scabra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

Chimaphila japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 Dennstaedtia scabra f. glabrescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114



152

　　D 　　E

Deparia conilii x D. dimorphophylla ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 Eutrema japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

Deparia conilii x D. japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 Eutrema okinosimense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

Deparia dimorphophylla ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 　　F

Deparia dimorphophylla x D. pseudoconilii var. pseudoconilii 120 Fimbristylis squarrosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

Deparia japonica x D. petersenii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 Fimbristylis subbispicata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

Deparia petersenii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 Fraxinus lanuginosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

Deparia pseudoconilii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 　　G

Dianthus japonicus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 Galium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

Dioscorea bulbifera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 Galium kinuta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

Diplazium chinense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 Galium verum ssp. asiaticum var. trachycarpum 87

Diplazium nipponicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 Gardneria nutans ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

Diplazium squamigerum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 Gastrochilus matsuran ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

Diplazium wichurae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 Gastrodia elata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

Dopatrium junceum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 Gentiana scabra var. buergeri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

Draba nemorosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 Glehnia littoralis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

Drosera rotundifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 Glyceria acutiflora ssp. Japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

Dryopteris caudipinna ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 Glyceria leptolepis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

Dryopteris championii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 Goniophlebium niponicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

Dryopteris chinensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 Goodyera biflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

Dryopteris cycadina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 Goodyera schlechtendaliana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

Dryopteris sacrosancta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 Gyrtosia septentrionalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

Dryopteris varia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 　　H

Dystaenia ibukiensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 Halophila nipponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

Dystaenia takeshimana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 Haloragis micrantha ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

　　E Haplopteris flexuosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

Elaeagnus pungens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 Helonias orientalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

Elaeagnus x maritima ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 Hemerocallis dumortieri var. esculenta 35

Eleocharis attenuata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 Hemistepta lyrata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

Eleocharis congesta f. dolichochaeta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 Hibiscus hamabo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

Eleocharis equisetiformis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 Hololeion krameri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

Eleocharis kamtschatica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 Honckenya peploides var. major ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

Eleocharis mamillata var. cyclocarpa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 Hosta sieboldiana var. glabra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

Eleocharis tetraquetra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 Huperzia sieboldii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

Eleocharis wichurae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 Hydrangea serrata var. yesoensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

Eleutherococcus divaricatus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 Hylodesmum podocarpum ssp. fallax ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

Epimendium sempervirens var. sempervirens 55 Hylotelephium verticillatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

Epipactis thunbergii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 Hypericum ascyron ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

Eriocaulon alpestre var. robstius ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 Hypericum japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

Eriocaulon cinereum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 Hystrox duthiei ssp. longearistata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

Eriocaulon taquetti ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 　　I

Eriochloa villosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 Ilex rotunda ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

Erythronium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 Impatiens noli-tangere ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

Euonymus lanceolatus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 Indigofera pseudotinctoria ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

Eupatorium glheni ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 Inula britannica ssp. japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102

Euphorbia jolkinii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 Inula salicina var. asiatica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

Eurya emarginata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 Ipomoea fimbriosepala ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89



153

　　I 　　L

Iris laevigata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 Lophatherum gracile ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

Iris setosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 Lophatherum sinense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

Isachne nipponensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 Loxogramme duclouxii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

Ischaemum anthephoroides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 Loxogramme grammitoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

Ischaemum aristatum var. crassipes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 Loxogramme salicifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

Isodon longitubus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 Lycoris sanguinea var. kiushiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

Ixeridium dentatum ssp.  dentatum f. stoloniferum 104 Lyonia ovalifolia var. elliptica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Ixeridium sp. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 Lysimachia acroadenia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

Ixeris chinensis ssp. strigosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 Lysimachia fortunei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

Ixeris repens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 Lysimachia vulgaris ssp. davulica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

　　J Lysionotus pauciflorus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

Juncus alatus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 Lythrum anceps ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

Juncus bufonius ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 Lythrum salicaria ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

Juniperus conferta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 　　M

　　K Malus toringo var. zumi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

Koelreuteria paniculata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 Marsdenia tomentosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

Kuhlhasseltia nakaiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 Marsilea quadrifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

　　L Meehania urticifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

Laportea cuspidata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 Meliosma myriantha ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

Lapsanastrum apogonoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 Mertensia maritima ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

Lecanorchis hokurikuensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 Microcarpaea minima ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

Leersia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 Microlepia marginata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

Leersia oryzoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 Miscanthus sacchariflorus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

Leonurus macranthus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 Mmulus nepalensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

Lepisorus onoei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 Monotropa uniflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

Leptochilus buergerianus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 Morella rubra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

Lespedeza cuneata var. serpens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 Morus cathayana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

Leymus mollis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 Mosla japonica var.  thymolifera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

Ligustrum ibota ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 Muhlengergia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

Ligustrum salicinum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 Myriophyllum spicatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

Limnophila chinensis ssp. aromatica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 　　N

Limnophila sessiliflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 Najas gracillima ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

Lindera glauca ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 Najas graminea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

Lindera umbellata var. membranacea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 Narthecium asiaticum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

Lindernia antipoda var. grandiflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 Nemosenecio nikoensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

Lindernia crustacea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 Neocheiropteris ningpoensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

Liparis krameri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 Neofinetia falcata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

Liparis kumokiri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 Neolitsea aciculata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

Liparis nervosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 Neottia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

Lithospermum zollingeri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 Neottia makinoana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

Litsea coreana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 Nuphar japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

Litsea japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 Nymphaea tetragona ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

Lloydia triflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 　　O

Lonicera gracilipes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 Oberonia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

Lonicera morrowii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 Oldenlandia brachypoda ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Lonicera vidalii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 Onoclea sensibilis var. interrupta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116



154

　　O 　　P

Onoclea struthiopteris ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 Polypogon monspeliensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

Ophioglossum petiolatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 Polystichum hancockii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Ophioglossum thermale ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 Polystichum longifrons ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

Ophioglossum vulgatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 Polystichum ovatopaleaceum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

Orobanche coerulescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 Populus tremula var. sieboldii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

Orostachys japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 Potamogeton distinctus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

Ottelia alismoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 Potamogeton fryeri ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

　　P Potamogeton natans ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

Pachysandra terminalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 Potamogeton pusillus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

Padus buergeriana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 Potamogeton wrightii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

Padus ssiori ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 Potentilla freyniana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

Paeonia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 Psilotum nudum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

Parasenecio yatabei var. accidentalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 Pteris nipponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

Persicana perfoliata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 Pteris wallichiana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

Persicana pubescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 Pterocarya rhoifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

Persicaria neofiliformis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 Pyrrosia hastata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

Persicaria praetermissa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 Pyrrosia linearifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

Pertya glabrescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 Pyrrosia lingua ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

Pertya scandens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 　　Q

Phacellanthus tubiflorus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 Quercus aliena ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

Phacelurus latifolius ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 Quercus glauca ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

Phalaris aquatica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 Quercus myrsinifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

Phedimus aizoon var. floribundus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 Quercus variabilis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

Phellodendron amurense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 Quercus x angustilepidota ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

Philadelphus satsumi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 　　R

Phleum paniculatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 Ranunculus parviflorus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

Phragmites japonicus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 Ranunculus sieboldii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

Phtheirospermum japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 Rhamnella franguloides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

Phyllanthus ussuriensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 Rhamnus japonica var. decipiens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

Phyllospadix japonicus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 Rhododendron japonoheptamerum var. okiense 85

Physaliastrum echinatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 Rhododendron lagopus var. logopus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

Phytolacca japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 Rhododendron lagopus var. niphophilum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

Picrasma quassioides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 Rhododendron molle ssp. japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

Pinus parviflora ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 Rhynchospora rugosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

Plagiogyria matsumurana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 Ribes fasciculatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

Platanthera iinumae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 Romulea rosea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

Platanthera ssp. mandarinorum var. oreades 27 Rosa rugosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

Platycarya strobilacea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 Rosa sambucina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

Pleurosoriopsis makinoi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 Rubia chinensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Pogonia minor ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 Rubus hakonensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

Polygonatum falcatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 Rubus pectinellus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

Polygonatum humile ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 Rubus trifidus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

Polygonatum odoratum var. thunbergii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 　　S

Polypodium fauriei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 Sacciolepis spicata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

Polypodium vulgare ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 Sagittaria aginashi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

Polypodium x takuhinum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 Salix chaenomeloides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71



155

　　S 　　S

Salix integra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 Symplocos kuroki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

Salix miyabeana ssp. gymnolepis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 Symplocos prunifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

Salix triandra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 Symplocos sawafutagi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

Salix x mictostemon ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 Syringa reticulata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

Salix yoshinoi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 　　T

Samolus parviflorus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 Taeniophyllum glandulosum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

Sanguisorba officinalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 Taraxacum maruyamanum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

Sasa miakeana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 Taxillus kaempferi ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

Saururus chinensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 Taxillus yadoriki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

Saussurea pulchella ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 Taxus cuspidata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Saxifraga fortunei var. alpina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 Ternstroemia gymnanthera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

Saxifraga stolonifera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 Teucrium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

Scabiosa japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 Thelypteris glanduligera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

Schizocodon soldanelloides var. magnus 84 Thelypteris interrupta ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

Schoenoplectus lineolatus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 Thelypteris laxa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

Scopolia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 Thelypteris palustris ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

Scrophularia buergeriana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 Themeda triandra var. japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

Scutellaria muramatsui ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 Thesium chinense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

Scutellaria strigillosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 Thrixspermum japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

Sedirea japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 Thuja standishii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Sedum japonicum ssp. oryzifolium  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 Tipularia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

Sedum polytrichoides ssp. yabeanum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 Tofieldia nuda ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

Selaginella heterostachys ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 Torreya nucifera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Selaginella involves ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 Toxicodendron sylvestre ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

Selaginella shakotanensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 Trapa japonica var. pumila ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

Selaginella tamariscina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 Triadenum japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

Semiaquilegia adoxoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 Triantha japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

Serratula coronata ssp. insularis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 Trichosanthes cucumeroides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

Silene baccifera var. japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 Trieyrtis affinis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

Siphonostegia chinensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 Tubocapsicum anomalum  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

Smilax nipponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 Turritis glabra ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

Solanum japonense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 Typha orientalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

Solanum megakarpum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 　　U

Sonchus brachyotus ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 Ulms parvifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

Sophora flavescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 Urtica laetevirens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

Sorbus commixta var. wilfordii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 Utricularia australis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

Sparganium erectum var. coreanum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 Utricularia bifida ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98

Sparganium fallax ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 　　V

Sparganium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 Vaccinium japonicum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Spiraea blumei var. obtusa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 Vaccinium oldhamii ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

Spiraea japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 Valeriana fauriei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

Spuriopimpinella koreana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 Vandenboschia x stenosiphon  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

Stephania japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 Vandenboschiaxstenosiphon  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

Styrax obassia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 Veratrum maackii var. maackioides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

Swertia japonica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 Veronica ornata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

Swertia tosaensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 Veronica peregrina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94



156

　　V

Veronica polita var. lilacina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

Veronicastrum japonicum var. australe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

Veronicastrum japonicum var. jappnicum 93

Viburnum carlesii var. bitchiuense ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

Viburnum sieboldii var. obovatifolium ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

Vicia cracca ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

Vicia unijuga ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

Vincetoxicum acuminatum ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

Vincetoxicum glabrum f. viridescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

Vincetoxicum pycnostelma ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

Viola grypoceras var. exilis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

Viola keiskei ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

Viscum album ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

　　W

Wahlenbergia marginata ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

Weigela hortensis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

Woodsia polystichoides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

Woodwardia orientalis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

　　X

Xanthium strumarium ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

　　Z

Zizania latifolia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

Zostera caespitosa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

Zostera caulescens ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

Zostera jajponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

Zoysia sinica var. nipponica ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49


